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このガイドについて

この序文では、 Junos OS セキュリティ構成ガイドを使用するための次のガイドラインを示し

ます。

• J シリーズおよび SRX シリーズのドキュメントとリリース ノート xliiiページ

• 目的 xlivページ

• このマニュアルの対象読者 xlivページ

• サポートされているルーティング プラットフォーム xlivページ

• マニュアルの表記規則 xlivページ

• ドキュメントのフィードバック xlviページ

• テクニカルサポートの要求 xlviページ

J シリーズおよび SRX シリーズのドキュメントとリリース ノート

関連する J シリーズのドキュメントの一覧は、

http://www.juniper.net/techpubs/software/junos-jseries/index-main.html を参照してくださ

い。

関連する SRX シリーズのドキュメントの一覧は、

http://www.juniper.net/techpubs/hardware/srx-series-main.html を参照してください。

最新のリリース ノートの情報がドキュメントの情報と異なる場合は、 JUNOS ソフトウェア リ

リース ノートに従ってください。

すべての Juniper Networks
®
の技術ドキュメントの最新バージョンを入手するには、Juniper

Networks の Web サイト（http://www.juniper.net/techpubs/）にある製品ドキュメント ページ

を参照してください。

Juniper Networks では、Juniper Networks のエンジニアや専門家による書籍の出版を支援す

るため、世界中の出版社と協力してテクニカル ブック プログラムを実施しています。 このよ

うな書籍は、ネットワーク アーキテクチャや配備、Junos オペレーティング システム（Junos

OS）と Juniper Networks のデバイスを使用した管理方法についてニュアンスを理解するため

の技術ドキュメントにとどまりません。 さらに、O'Reilly Media 社との協力により出版され

ている Juniper Networks Technical Library では、Junos OS の構成技法を使用してネット

ワークのセキュリティ、信頼性、および可用性を向上させる方法について詳しく説明していま

す。 すべての書籍は、世界各国の技術書籍を扱う書店や一般書店で販売されています。 最新

の一覧は、http://www.juniper.net/books でご確認いただけます。
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目的

このガイドでは、Junos OS を実行している J シリーズ サービス ルーターおよび SRX シリー

ズ サービス ゲートウェイで、主要なセキュリティ機能を使用および構成する方法について説

明します。 また、該当する場合は、概念的な情報や推奨されるワークフロー、例を提示しま

す。

このマニュアルの対象読者

このマニュアルは、Junos OS を実行する J シリーズ サービス ルーターまたは SRX シリーズ

サービス ゲートウェイを設置、セットアップ、構成、監視、または管理するユーザーを対象と

して作成されています。 このマニュアルの対象読者は以下のとおりです。

• ネットワークおよびネットワーク セキュリティ、インターネット、インターネット ルーティ

ング プロトコルの技術的な知識と経験を持つお客様

• インターネット ルーターを設置、構成、管理するネットワーク管理者

サポートされているルーティング プラットフォーム

このマニュアルでは、Junos OS を実行する J シリーズ サービス ルーターおよび SRX シリー

ズ サービス ゲートウェイでサポートされている機能について説明します。

マニュアルの表記規則

xlivページの表1 は、このガイドで使用する注意アイコンを示しています。

表1: 注意アイコン

説明意味アイコン

重要な機能や手順を示します。情報ノート

データ損失またはハードウェア損傷をもたらす可能性のある状態を示します。注意

人体への危害または致死に対する警戒を喚起します。警告

レーザーによる人体への危害に対する警戒を喚起します。レーザー警告

xlvページの表2 は、このガイドで使用されるテキストと構文の表記規則を示しています。
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表2: テキストと構文の表記規則

例説明表記

構成モードに入るには、以下のように

configure コマンドを入力します。

user@host> configure

ユーザーが入力する文字列を表します。Bold text like this

user@host> show chassis alarms

No alarms currently active

端末の画面に表示される出力を表します。Fixed-width text like this

• ポリシー term は、一致条件と動作を定

義する名前付きの構造です。

• Junos OS System Basics Configuration

Guide

• RFC 1997, BGP Communities Attribute

• 重要な用語をここで初めて使用すること

を表します。

• 書名を表します。

• RFC とインターネット ドラフト タイト

ルを表します。

Italic text like this

以下のように、マシンのドメイン名を構成

します。

[edit]

root@# set system domain-name

domain-name

コマンドまたは構成ステートメント中の変

数（値で置換されるオプション）を表しま

す。

Italic text like this

• スタブ領域を構成するには、[edit

protocols ospf area area-id] 階層レベ

ルに stub ステートメントを含めます。

• コンソール ポートには CONSOLE という

ラベルが付いています。

構成ステートメント、コマンド、ファイル、

およびディレクトリの名前、インターフェー

ス名、構成階層レベル、またはルーティン

グ プラットフォーム コンポーネント上の

ラベルを表します。

テキスト例

stub <default-metric metric>;オプションのキーワードまたは変数は、山

カッコで囲んで表記します。

< >（山カッコ）

broadcast | multicast

(string1 | string2 | string3)

相互に排他的なキーワードまたは変数の選

択肢は、この記号で区切って表記します。

複数の選択肢は、混乱を避けるためにカッ

コで囲む場合があります。

|（パイプ記号）

rsvp { # 動的 MPLS のみに必要構成ステートメントを記述した同じ行上で、

同ステートメントに適用される注釈を表し

ます。

#（ポンド記号）

community name members [ community-ids ]1 つまたは複数の値で置換される変数は、

角カッコで囲んで表記します。

[ ]（角カッコ）

[edit]

routing-options {

static {

route default {

nexthop address;

retain;

}

}

}

構成階層のレベルを表します。字下げと中カッコ（ { } ）

構成階層レベルのリーフ ステートメントを

表します。

;（セミコロン）

J-Web GUI の表記規則
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表2: テキストと構文の表記規則 （続き）

例説明表記

• Logical Interfaces ボックスで、All

Interfaces を選択します。

• 構成を取り消すには Cancel をクリック

します。

クリックまたは選択を行う J-Web のグラ

フィック ユーザー インターフェース

（GUI）を表します。

Bold text like this

構成エディタ階層で Protocols>Ospf を選

択します。

J-Web の選択肢の階層レベルを区切ります。>（太字の右山カッコ）

ドキュメントのフィードバック

ドキュメント サービスのいっそうの充実に向けて、フィードバック、ご意見・感想、ご提案な

どをお寄せくださるようお願いします。 techpubs-comments@juniper.net へ送信していただく

か、https://www.juniper.net/cgi-bin/docbugreport/ のドキュメント フィードバック フォーム

にご記入ください。 E メールで送付される場合は、必ず以下の情報を添付してください。

• ドキュメントまたはトピックの名前

• URL またはページ番号

• ソフトウェアのリリース バージョン（該当する場合）

テクニカルサポートの要求

製品のテクニカル サポートは、Juniper Networks 技術支援センター（JTAC）を通じてご利用

いただけます。 お客様が、アクティブな J-Care または JNASC サポート契約を結んでいる場

合、または保証の対象であり販売後のテクニカル サポートが必要である場合、弊社のツールや

リソースにオンラインでアクセスしたり、JTAC に相談できます。

• JTAC ポリシー — 弊社の JTAC の手順およびポリシーを十分ご理解いただくため、

http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/resource-guides/7100059-en.pdf の JTAC ユーザー

ガイドを参照してください。

• 製品保証 — 製品保証に関する情報は、http://www.juniper.net/support/warranty/ を参照し

てください。

• JTAC 業務時間 — JTAC センターのリソースは、1 年 365 日、週 7 日、1 日 24 時間利用で

きます。

セルフヘルプ オンライン ツールおよびリソース

問題を簡単に素早く解決するために、Juniper Networks では、Customer Support Center（CSC）

という名前のオンライン セルフサービス ポータルを開設し、次のサービスを提供しています。

• CSC の提供物を確認 － http://www.juniper.net/customers/support/

• 製品マニュアル － http://www.juniper.net/techpubs/

• 弊社の知識ベースを使用してソリューションを発見、質問に回答 － http://kb.juniper.net/

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.xlvi

Junos OS セキュリティ構成ガイド

mailto:techpubs-comments@juniper.net
https://www.juniper.net/cgi-bin/docbugreport/
http://www.juniper.net/us/en/local/pdf/resource-guides/7100059-en.pdf
http://www.juniper.net/support/warranty/
http://www.juniper.net/customers/support/
http://www.juniper.net/techpubs/
http://kb.juniper.net/


• ソフトウェアの最新バージョンをダウンロード、リリース ノートを参照 －

http://www.juniper.net/customers/csc/software/

• 関連するハードウェアおよびソフトウェアの通知を技術告示で検索 －

https://www.juniper.net/alerts/

• Juniper Networks コミュニティ フォーラムに加入、参加 －

http://www.juniper.net/company/communities/

• CSC Case Management ツールを使用してオンラインで問い合わせ － http://www.juniper.net/cm/

製品シリアル ナンバーによるサービス資格を確認するには、Serial Number Entitlement（SNE）

ツール（https://tools.juniper.net/SerialNumberEntitlementSearch/）を使用してください。

JTAC へのお問い合わせ

JTAC へのお問い合わせは Web サイトまたは電話でできます。

• http://www.juniper.net/cm/ にある、CSC の Case Management ツールを使用してください。

• 電話の場合は、1-888-314-JTAC（米国、カナダ、メキシコからは無料通話サービス

1-888-314-5822 を利用可）までご連絡ください。

通話料無料番号のない国での国際電話またはダイヤル直通電話は、

http://www.juniper.net/support/requesting-support.htmlを参照してください。
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第1部

フローベースおよびパケットベースの処理

• 処理の概要 3ページ

• フローベースの処理 13ページ

• IPV6 に対するフローベースの処理 65ページ

• パケットベースの処理 117ページ
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第1章

処理の概要

• Juniper Networks デバイスの処理の概要 3ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイの中央ポイントのアーキテクチャについて 7ページ

• デバイスごとのセッション容量の拡張 8ページ

• J シリーズ サービス ルーターのステートフルおよびステートレス データ処理につい

て 11ページ

Juniper Networks デバイスの処理の概要

Juniper Networks デバイス用の Junos OS には、Juniper Networks が提供する国際的レベル

のセキュリティ機能とルーティング機能が統合されています。 Junos OS には、さまざまなパ

ケットベースのフィルタリング、サービス クラス（CoS）の分類、トラフィックシェーピング

に加え、ポリシーやスクリーニング、ネットワーク アドレス変換（NAT）、その他のフローベー

スのサービスなど、豊富で広範な一連のフローベースのセキュリティ機能が用意されています。

サービス ゲートウェイに出入りするトラフィックは、パケット フィルタやセキュリティ ポリ

シー、スクリーニングなど、構成した機能に従って処理されます。 たとえば、ソフトウェアに

よって以下の処理を決定できます。

• パケットがデバイスに入ることを許可するかどうか

• どのファイアウォールが、パケットに適用するスクリーニングを実行するか

• 宛先に到達するためにパケットがたどるルート

• どの CoS をパケットに適用するか（該当する場合）

• NAT を適用してパケットの IP アドレス変換するかどうか

• パケットがアプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）を必要とするかどうか

デバイスに出入りするパケットには、以下のようにパケットベースの処理とフローベースの処

理の両方が実行されます。

• フローベースのパケット処理では、関連するパケットやパケットのストリームが同様に扱わ

れます。 パケットの扱われ方は、パケット ストリームの最初のパケットに対して確立され

た特性（フロー）によって異なります。

サービス ゲートウェイの分散処理アーキテクチャの場合、すべてのフローベースの処理は

SPU で発生し、サンプリングはマルチスレッドを認識します。 パケット シーケンスは、サ

ンプリングされたパケットに対して保持されます。

3Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.



• パケットベース（ステートレス）のパケット処理では、パケットが個別に扱われます。 各パ

ケットは、処理に対してそれぞれ個別に評価されます。

サービス ゲートウェイの分散処理アーキテクチャの場合、トラフィック シェーピングなど、

一部のパケットベースの処理は NPU で発生します。 また、パケットに対するクラシファイ

アの適用など、一部のパケットベースの処理は SPU で発生します。

このトピックには以下のセクションがあります。

• フローベースの処理について 4ページ

• パケットベースの処理について 5ページ

フローベースの処理について

パケットには、パケットベースのフィルタとスクリーニングを適用した後で、フローベースの

処理が実行されます。 単一のフローに対するフローベースの処理は、すべて単一のシステム処

理ユニット（SPU）で発生します。 SPU は、セッションに対して構成されたセキュリティ機能

などのサービスに従ってパケットを処理します。

4ページの図1 は、フローベースのトラフィック処理がサービス ゲートウェイで発生する仕組

みの概念を図示したものです。

図 1: フローベースの処理のトラフィック フロー

フローとは、同じ一致条件に合致し、同じ特性を共有する関連パケットのストリームです。

Junos OS では、同じフローに属するパケットは同じ方法で扱われます。

パケットの処理結果を決定する構成設定（パケットに適用されるセキュリティ ポリシー、パ

ケットがアプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）を必要とするかどうか、NAT を適用

してパケットのソースおよび宛先の IP アドレス変換するかどうかなど）は、フローの最初の

パケットに対して評価されます。

パケットにフローが存在するかどうかを判断するため、NPU は、以下の基準に基づいて、パケッ

トの情報と既存のセッション情報の照合を行います。

• ソース アドレス

• 宛先アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート
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• プロトコル

• 特定のゾーンおよび仮想ルーターに割り当てられた一意のセッション トークン番号

ゾーンとポリシー

フローの最初のパケットに対して使用されるセキュリティ ポリシーは、フロー テーブルに

キャッシュされます。このテーブルは、同じフローと関連性の深いフローに対して使用されま

す。 セキュリティ ポリシーは、ゾーンに関連しています。 ゾーンとは、セキュリティの境界

を定義するインターフェースの集まりです。 パケットの入力ゾーンはパケットが到着したイン

ターフェースによって決定され、出力ゾーンは転送ルックアップによって決定されます。また、

これらのゾーンの組み合わせによって、フローのパケットに対して使用されるポリシーが決定

されます。

フローとセッション

フローベースのパケット処理（ステートフル）は、セッションの作成を必要とします。 セッ

ションは、以下の目的で、フローの最初のパケットに対して作成されます。

• フローのパケットに適用される多くのセキュリティ対策を保存する

• フローの状態に関する情報をキャッシュする

たとえば、フローのログ記録とカウンティングは、セッションにキャッシュされます （ス

テートフル ファイアウォール スクリーニングは、個別のセッションに関連するしきい値に

依存する場合と、すべてのセッションにわたるしきい値に依存する場合があります）。

• NAT などの機能について、フローで必要となるリソースを割り当てる

• ALG やファイアウォールなど、機能のフレームワークを提供する

ほとんどのパケット処理は、フローのコンテキストで発生します。たとえば、以下のものが挙

げられます。

• ポリシー、NAT、ゾーン、およびほとんどのスクリーニングの管理

• ALG および認証の管理

パケットベースの処理について

パケットが入力インターフェースのキューから削除されると、出力インターフェースのキュー

に追加される前に、パケットベースの処理が実行されます。

パケットベースの処理では、ステートレス ファイアウォール フィルタ、CoS 機能、および一

部のスクリーニングが個別のパケットに適用されます。

• パケットがインターフェースに到着すると、サニティ チェック、パケットベースのフィル

タ、一部の CoS 機能、および一部のスクリーニングがパケットに適用されます。

• パケットがデバイスを離れる前に、インターフェースに関連するパケットベースのフィルタ、

一部の CoS 機能、および一部のスクリーニングが、そのパケットに適用されます。

一般的にフィルタおよび CoS 機能は、1 つまたは複数のインターフェースに関連付けられ、シ

ステムの通過が許可されるパケットの特定と、必要に応じてパケットに特別なアクションを適

用するかどうかに影響します。
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以下の各トピックでは、トランジット トラフィックに対して構成および適用できるパケット

ベースの機能について説明します。

ステートレス ファイアウォール フィルタ

ステートレス ファイアウォール フィルタはアクセス制御リスト（ACL）とも呼ばれ、アクセス

を制御してトラフィック レートを制限します。 ステートレス ファイアウォール フィルタは、

ソースから宛先までデバイスを通過するパケットや、ルーティング エンジンを発着するパケッ

トの内容を静的に評価します。 また、フラグメント化されたパケットなど、すべてのパケット

を評価します。

ステートレス ファイアウォール フィルタは、入力または出力インターフェース、あるいはそ

の両方に適用することができます。 フィルタには 1 つまたは複数の項目が含まれており、各

項目は 2 つのコンポーネント（一致条件とアクション）で構成されています。 デフォルトで

は、ファイアウォール フィルタに一致しないパケットは破棄されます。

ステートレス ファイアウォール フィルタは、さまざまな目的で使用するために計画し、設計

することができます。たとえば、特定のプロトコル、IP のソースまたは宛先アドレス、データ

レートにトラフィックを制限することができます。 ステートレス ファイアウォール フィルタ

は、SPU で実行されます。

サービス クラス機能

CoS 機能を使用すると、トラフィックを分類およびシェーピングできます。 CoS 機能は、SPU

で実行されます。

• 動作集約（BA）クラシファイア — パケットがデバイスに入ると、そのパケットに対して動作

します。 動作集約クラシファイアを使用すると、デバイスはさまざまなタイプのトラフィッ

クを 1 つの転送クラスに集約し、同じ転送処理を受信します。 BA クラシファイアを使用す

ると、差別化されたサービス（DiffServ）値に基づき、パケットの転送クラスと損失優先度

を設定できます。

• トラフィック シェーピング — トラフィックは、特定のトラフィック フローによって処理さ

れる特定のアプリケーションに対して、異なる遅延を持つサービス レベル、ジッタ、および

パケット損失の特性を割り当てることでシェーピングできます。 トラフィック シェーピン

グは、音声やビデオの送信など、リアルタイムのアプリケーションで特に便利です。

スクリーニング

サービス拒否（DoS）スクリーニングなど一部のスクリーニングは、フロー処理外のパケットに

適用されます。 このようなスクリーニングは、ネットワーク処理ユニット（NPU）で実行され

ます。

具体的なステートレス ファイアウォール フィルタおよび CoS 機能の詳細については、『Junos

OS Routing Protocols and Policies Configuration Guide for Security Devices』、『Junos OS

Class of Service Configuration Guide for Security Devices』、および『Junos OS CLI Reference』

を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について

• 31ページのSRX5600 および SRX5800 サービス ゲートウェイの処理の概要
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• 44ページのSRX1400、SRX3400、および SRX3600 サービス ゲートウェイの処理の概要

• 51ページのSRX210 サービス ゲートウェイの処理の概要

SRX シリーズ サービス ゲートウェイの中央ポイントのアーキテクチャについて

アーキテクチャの中央ポイントには、ロード バランスおよびトラフィック識別（グローバル

セッション一致）という 2 つの基本的なフロー機能が用意されています。 中央ポイントは、

セッション一致が発生するとサービス処理ユニット（SPU）にパケットを送信します。また、パ

ケットがどの既存のセッションとも一致しない場合は、セキュリティ処理を実行するためにト

ラフィックを SPU に配信します。

一部の SRX シリーズ デバイスでは、SPU 全体を中央ポイントの機能専用に割り当てることは

できません。ただし、SPU の一定の割合は自動的に中央ポイントの機能に割り当てられ、残り

は通常のフリー処理に割り当てられます。 SPU が、通常のフロー処理に加えて中央ポイントの

機能を実行する場合、組み合わせまたは combo, モードと呼ばれます。

SPU が中央ポイントの機能専用に割り当てられる割合は、デバイスの SPU 数によって異なりま

す。 SPU 数に応じて、SRX シリーズ デバイスでは 3 種類のモード（—小規模中央ポイント、

中規模中央ポイント、大規模中央ポイント）を使用できます。

小規模中央ポイント モードでは、SPU の小さな割合が中央ポイントの機能専用に割り当てら

れ、残りは通常のフロー処理に割り当てられます。 中規模中央ポイント モードでは、中央ポ

イントの機能と通常のフロー処理で、ほぼ同じ割合の SPU が共有されます。 大規模中央ポイ

ント モードでは、SPU 全体が、中央ポイントの機能専用に割り当てられます。 コンボ モード

では、中央ポイントと SPU が同じロード バランス スレッド（LBT）およびパケットオーダリ

ング スレッド（POT）インフラストラクチャを共有します。

このトピックには以下のセクションがあります。

• コンボ モードでの負荷分散 7ページ

• コンボ モードでの処理能力およびメモリの共有 7ページ

コンボ モードでの負荷分散

中央ポイントでは、SPU マッピング テーブル（負荷分散用）が保持されます。このテーブルに

は、物理的な Trivial Network Protocol（TNP）のアドレス マッピングにマップされている論

理的な SPU ID を持ち、ライブ動作している SPU の一覧が記述されています。 コンボ モード

では、中央ポイントをホストする SPU がテーブルに記述されています。 負荷分散アルゴリズ

ムは、セッションの過負荷を避けるため、セッション容量と処理能力に基づいて調整されます。

コンボ モードでの処理能力およびメモリの共有

コンボ モード SPU の CPU 処理能力は、プラットフォームとシステムの SPU 数に基づいて共

有されます。 同様に、CPU メモリも中央ポイントと SPU で共有されます。

SPU には、ネットワーク処理用に複数のコア（CPU）が用意されています。 「小規模な」SPU

コンボ モードでは CPU 機能が占めるコアの割合が小さいのに対し、「中規模な」SPU コンボ

モードではより大きなコアの割合が必要になります。 中央ポイントの機能とフロー処理で使用

される処理能力は、8ページの表3 に示されているように、サービス処理カード（SPC）の数に

応じて共有されます。

7Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第1章: 処理の概要



表3: コンボ モードの処理

中央ポイント モード（SPC 数 2 以上）中央ポイント モード（SPC 数 1）SRX シリーズ デバイス

中規模小規模SRX1400

中規模小規模SRX3400

中規模小規模SRX3600

大規模小規模SRX3400（パフォーマンスおよび容量ライセ

ンス拡張済み）

大規模小規模SRX3600（パフォーマンスおよび容量ライセ

ンス拡張済み）

大規模中規模SRX5600

大規模中規模SRX5800

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について

デバイスごとのセッション容量の拡張

完全装備の SRX3400、SRX3600、または SRX5800 デバイスの処理能力を活用するため、これら

のデバイスの最大同時セッション数を拡張することができます。

8ページの表4 は、各デバイスについてデフォルトで許容されている最大同時セッション数、

および容量を拡張した場合の最大同時セッション数を示したものです。

表4: 中央ポイントの最大セッション数の増加

完全装備のシステムでの最大同時セッション数

SRX シリーズ デバイス 容量を拡張した場合デフォルト

300 万225 万SRX3400

600 万225 万SRX3600

拡張の利用不可900 万SRX5600

1400 万1250 万SRX5800

セッション容量の拡張に使用する方法は、以下のようにデバイスによって異なります。
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• SRX3400 または SRX3600 デバイスでの中央ポイント セッション ライセンスのインストール

および検証

• SRX5800 デバイスでの CLI 最適化オプション

以下の各セクションでは、SRX3400、SRX3600、および SRX5800 デバイスでのセッション限度の

拡張に関する情報を提供します。

• SRX3400 または SRX3600 デバイスでのセッション容量の拡張 9ページ

• SRX5800 デバイスでのセッション容量の拡張 9ページ

• 中央ポイント セッションのスケーリングについて 9ページ

• SRX5800 デバイスでのデフォルトのセッション容量への復元 10ページ

• 現在のセッション容量の確認 10ページ

SRX3400 または SRX3600 デバイスでのセッション容量の拡張

SRX3400 または SRX3600 デバイスでセッション容量を拡張する場合は、そのデバイスの中央ポ

イント セッション ライセンスの検証が必要になります。

1. 中央ポイント セッションのライセンス キーを取得し、デバイスにライセンスをインストー

ルします。 ライセンスのインストールの詳細については、『Junos OS Initial Configuration

Guide for Security Devices』を参照してください。

2. デバイスを再起動して、拡張されたセッション容量を実装します。

SRX5800 デバイスでのセッション容量の拡張

SRX5800 デバイスでセッション容量を拡張する場合は、CLI の構成変更が必要になります。

1. CLI 構成プロンプトで、以下のコマンドを入力します。

user@host# edit security forwarding-process application-services maximize-cp-sessions

2. デバイスを再起動して、拡張されたセッション容量を実装します。

中央ポイント セッションの最適化技法を使用すると、他の最適化技法が排除され、高度な GTP

処理が無効になり、ルーティング容量が 100K プレフィックスまで低下します。

中央ポイント セッションのスケーリングについて

完全装備の SRX5800 デバイスでは、中央ポイント セッションが過密状態になる（SPU セッショ

ン数が 2000 万を超える）場合があります。 より多くの中央ポイント セッションを生成する

ために、合計セッション数を 2000 万 IPv4 セッションまたは 1000 万 IPv6 セッションに増

加することで、中央ポイントを最適化することができます。 この最適化では、到達可能な 1

秒あたりの最大接続数を犠牲にすることで、中央ポイントの最大セッション数を増加させます。

中央ポイントのセッションは、以下の CLI コマンドを使用して拡張できます。

user@host# edit security forwarding-process application-services maximize-cp-sessions

中央ポイントでの負荷分散は、以下のコマンドを使用することで、ハッシュベースに変更でき

ます。
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user@host# edit security forwarding-process application-services

session-distribution-mode hash-based

関連項目  •Junos OS CLI Reference

SRX5800 デバイスでのデフォルトのセッション容量への復元

SRX5800 デバイスでデフォルトのセッション容量に復元する場合は、CLI の構成変更が必要に

なります。

1. CLI 構成プロンプトで以下のコマンドを入力して、デフォルトのセッション容量値を再確立

します。

user@host# set security gprs gtp enable

2. デバイスを再起動して、新しい値を実装します。

現在のセッション容量の確認

目的 中央ポイント セッションの要約には、デバイスの最大セッション数の設定が表示されます。

この値から、セッション容量が予期したとおりに変更されているかどうかを判断できます。

アクション 中央ポイント セッション容量の現在の設定を確認するには、以下の CLI コマンドを入力しま

す。

user@host> show security flow cp-session summary

Valid sessions: 114323

Pending sessions: 11

Invalidated sessions: 32551

Sessions in other states: 0

Total sessions: 146885

Maximum sessions: 14000000

Maximum inet6 sessions: 7000000

意味 Maximum sessions 値には、デバイスの現在のセッション容量が示されます。 値が 14000000 の

場合、SRX5800 デバイスが、拡張された中央ポイント セッション数に対して構成されているこ

とを示します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.10

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/cli-reference/junos-security-cli-reference.pdf


J シリーズ サービス ルーターのステートフルおよびステートレス データ処理について

J シリーズ サービス ルーター用の Junos OS には、Juniper Networks オペレーティング シ

ステムが提供する国際的レベルのセキュリティ機能とルーティング機能が統合されています。

Junos OS を実行しているサービス ルーターに出入りするトラフィックは、セキュリティ ポリ

シーやパケット フィルタ、スクリーニングなど、構成した機能に従って処理されます。 たと

えば、ソフトウェアによって以下の処理を決定できます。

• パケットがルーターに入ることを許可するかどうか

• どのサービス クラス（CoS）をパケットに適用するか（該当する場合）

• どのファイアウォールが、パケットに適用するスクリーニングを実行するか

• IPsec トンネルを経由してパケットを送信するかどうか

• パケットがアプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）を必要とするかどうか

• ネットワーク アドレス変換（NAT）を適用してパケットのアドレス変換するかどうか

• 宛先に到達するためにパケットが使用するルート

Junos OS を実行しているデバイスに出入りするパケットには、パケットベースの処理とフロー

ベースの処理の両方が実行されます。 デバイスは、パケットを常に個別に処理します。 パケッ

トの扱われ方は、パケット ストリームの最初のパケットに対して確立された特性によって異な

ります。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 53ページのJ シリーズ サービス ルーターのセッションの特性について

• 60ページのJ シリーズ サービス ルーターのデータ パスについて

• 211ページのポリシー統計データの監視

• 265ページのALG の概要

• 1543ページのNAT の概要
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第2章

フローベースの処理

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション 13ページ

• SRX5600 および SRX5800 サービス ゲートウェイの処理の概要 31ページ

• SRX1400、SRX3400、および SRX3600 サービス ゲートウェイの処理の概要 44ページ

• サービスの負荷軽減の概要 48ページ

• 例: ポリシーでのサービスの負荷軽減の有効化 49ページ

• SRX210 サービス ゲートウェイの処理の概要 51ページ

• J シリーズ サービス ルーターのステートフルおよびステートレス データ処理につい

て 53ページ

• J シリーズ サービス ルーターのセッションの特性 53ページ

• J シリーズ サービス ルーターのデータ パスについて 60ページ

• アグレッシブなセッション エージングについて 63ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性 13ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの監視 20ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの消去 30ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について 13ページ

• 例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了の制御 14ページ

• 例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイの TCP パケット セキュリティ チェックの無効

化 16ページ

• 例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのすべての TCP セッションにおける最大セグメン

ト サイズの設定 17ページ

• ポリシーごとの TCP セッション チェックについて 18ページ

• 例: ポリシーごとの TCP パケット セキュリティ チェックの構成 19ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について

セッションは、情報を保存し、フローのリソースを割り当てる目的でルーティングなどの分類

情報に基づいて作成されます。 セッションには特性があり、終了する時期など、その一部は変
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更が可能です。 たとえば、テーブルに大量にデータを送り込む攻撃者から保護するため、セッ

ション テーブル全体が決していっぱいにならないように確保するとします。このような攻撃を

受けると、正当なユーザーによるセッションの開始が阻害されてしまうためです。

プロトコルおよびサービスに応じて、セッションにはタイムアウト値がプログラムされていま

す。 たとえば、TCP のデフォルトのタイムアウトは 1800 秒です。 また、UDP のタイムアウ

トは 60 秒です。 フローが終了すると無効としてマークされ、タイムアウトが 10 秒に削減さ

れます。

サービスがタイムアウトになる前にセッションを使用するトラフィックが存在しなかった場合

はセッションがエージアウトされ、再利用を目的として共通のリソース プールに解放されま

す。 セッション期間には、以下の方法で影響を与えることができます。

• 以下のいずれかの方法を使用して、セッションを終了する状況を指定できます。

• セッション テーブルをいっぱいにする方法に基づいてセッションをエージアウトする

• TCP セッションをエージアウトする明示的なタイムアウトを設定する

• TCP RST（リセット）メッセージを受信した場合は、TCP セッションを無効化するように構

成する

• 以下のように操作することで、他のシステムに対応するようにセッションを構成できます。

• TCP パケットのセキュリティ チェックを無効化する

• 最大セグメント サイズを変更する

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 3ページのJuniper Networks デバイスの処理の概要

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 30ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの消去

• 14ページの例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了の制御

例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了の制御

この例では、一定期間の経過後にエージアウトが発生した場合、またはセッション テーブルの

セッション数がいっぱいになった場合や指定された割合に到達した場合に SRX シリーズ デバ

イスのセッションを終了する方法を示します。 タイムアウト値またはセッション数は、セッ

ション テーブルで指定します。

• 要件 14ページ

• 概要 15ページ

• 構成 15ページ

• 確認 15ページ

要件

始める前に、セッションを終了する状況について理解しておきます。 13ページの「『SRX シ

リーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について』」を参照してください。
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概要

セッション終了は、特定の状況が発生した場合に制御することができます。—たとえば、TCP FIN

Close または RST メッセージを受信した場合、UDP の ICMP エラーが発生した場合、サービス

タイムアウト前に一致するトラフィックを受信しなかった場合などです。 セッションが終了す

ると、そのリソースは、他のセッションが使用するために解放されます。

この例では、以下の状況を構成してセッションを終了します。

• 20 秒のタイムアウト値

• 280 秒の明示的なタイムアウト値。これにより、3 方向ハンドシェイクの間に TCP セッショ

ン タイムアウトが変化します。

コマンドにより、TCP 3 方向ハンドシェイクの実行中に、セッション テーブルの初期 TCP

セッション タイムアウトが 280 に設定されます。 タイマーは、最初の SYN パケットが受

信されると開始され、3 方向ハンドシェイクの間にパケットを受信するたびにリセットされ

ます。 3 方向ハンドシェイクが完了すると、セッション タイムアウトは、特定のアプリケー

ションで定義されたタイムアウトにリセットされます。 3 方向ハンドシェイクが完了する前

にタイマーが期限切れになった場合は、セッション テーブルからセッションが削除されま

す。

• TCP RST（リセット）メッセージを受信したセッションは無効化されます。

構成

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

SRX シリーズ デバイスのセッション終了を制御するには、以下の手順に従います。

1. セッションのエージアウト値を指定します。

[edit security flow]

user@host# set aging early-ageout 20

2. エージアウト値を構成します。

[edit security flow]

user@host# set tcp-session tcp-initial-timeoout 280

3. TCP RST メッセージを受信したセッションを無効化します。

[edit security flow]

user@host# set tcp-session rst-invalidate-session

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit ]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security flow コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について

• 16ページの例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイの TCP パケット セキュリティ チェッ

クの無効化

• 17ページの例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのすべての TCP セッションにおける最

大セグメント サイズの設定

例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイの TCP パケット セキュリティ チェックの無

効化

この例では、デバイスでの TCP パケット セキュリティ チェックを無効化する方法を示しま

す。

• 要件 16ページ

• 概要 16ページ

• 構成 16ページ

• 確認 17ページ

要件

始める前に、TCP パケット セキュリティ チェックを無効化する状況について理解しておきま

す。 13ページの「『SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について』」を

参照してください。

概要

Junos OS には、TCP パケットに対するセキュリティ チェックを無効化し、TCP 実装に問題が

あるホストやデバイスとの相互運用性を確保するメカニズムが用意されています。 no-SYN-check

が有効の間、Junos OS はセッション作成に対して TCP SYN パケットを検索しません。 シーケ

ンスのチェックを行わないことで、TCP シーケンス チェックの検証が無効化されます。 また、

スループットも向上します。 SYN チェックおよびシーケンス チェックは、デフォルトで有効

になっています。 set security flow コマンドにより、すべての TCP セッションで TCP SYN

チェックおよび TCP シーケンス チェックが無効になるため、セキュリティが低下します。 こ

の処理は、大きな転送ファイルを取り扱う顧客がいるシナリオや、標準的な構成では正しく動

作しないシナリオで必要になる場合があります。

構成

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

TCP パケットのセキュリティ チェックを無効化するには、以下の手順に従います。

1. セッション作成の前に、TCP SYN ビットのチェックを無効化します。

[edit security flow]

user@host# set tcp-session no-syn-check

2. ステートフル インスペクションの実行中に、TCP セグメントでのシーケンス番号のチェッ

クを無効化します。

[edit security flow]
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user@host# set tcp-session no-sequence-check

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit ]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security flow コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 14ページの例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了の制御

• 17ページの例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのすべての TCP セッションにおける最

大セグメント サイズの設定

例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのすべての TCP セッションにおける最大セグ

メント サイズの設定

この例では、SRX シリーズ デバイスのすべての TCP セッションにおける最大セグメント サイ

ズを設定する方法を示します。

• 要件 17ページ

• 概要 17ページ

• 構成 18ページ

• 確認 18ページ

要件

始める前に、最大セグメント サイズを設定する状況について理解しておきます。 13ページの

「『SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について』」を参照してくださ

い。

概要

TCP の最大セグメント サイズ（TCP-MSS）を変更することで、すべての TCP セッションを終了

することができます。 フラグメント化の可能性を低減し、パケット損失に対する保護を行うた

めに、tcp-mss ステートメントを使用して低い TCP MSS 値を指定することができます。 この

ステートメントは、すべてのルーターの中で、指定した値よりも大きな MSS 値を持つイングレ

ス インターフェースを通過するすべての IPv4 TCP SYN パケットに適用されます。

DF ビットが設定されている場合はパケットがフラグメント化されず、Junos OS は ICMP エラー

タイプ 3 コード 4 パケット（Destination Unreachable; Fragmentation Needed and DF set

（宛先不明、フラグメント化が必要だが DF がセットされている））をアプリケーション サー

バーに送信します。 この ICMP エラー メッセージには、アプリケーション サーバーで使用す

る正しい MTU（tcp-mss で定義）が含まれています。アプリケーション サーバーは、このメッ

セージを受信し、その内容に従ってパケット サイズを調整する必要があります。 特に VPN で

は、IPsec によってパケット オーバーヘッドが追加されるため、このメッセージが必要になり

ます。そのため、tcp-mss は適切な低い値に保たれている必要があります。
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注: SRX シリーズおよび J シリーズのデバイスをパケット モードで動作させる場

合は、set system internet-options tcp-mss ステートメントを使用して TCP-MSS

値を調整します。 パケット モードでは、SYN ビットが設定され、すべてのデバイ

スのイングレス インターフェースを通過する IPv4 TCP トラフィックだけが TCP-MSS

構成の影響を受けます。 すべてのポートは、TCP-MSS 構成の影響を受けるため、特

定のポートを除外することはできません。 SRX シリーズおよび J シリーズのデバ

イスをフロー モードで動作させる場合も set system internet-options tcp-mss

ステートメントを使用できますが、set security flow tcp-mss ステートメントだ

けを使用して TCP-MSS 値を調整することをお勧めします。 両方のステートメント

が構成されている場合は、2 つの値のうち低いほうの値が有効になります。

構成

ステップごとの手順 すべての TCP セッションの最大セグメント サイズを構成するには、以下の手順に従います。

1. すべての TCP セッションの最大セグメント サイズを設定します。

[edit security flow]

user@host# set tcp-mss all-tcp mss 1300

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit ]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security flow コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 14ページの例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了の制御

• 16ページの例: SRX シリーズ サービス ゲートウェイの TCP パケット セキュリティ チェッ

クの無効化

ポリシーごとの TCP セッション チェックについて

デフォルトでは、すべての TCP セッションで TCP SYN チェックとシーケンス チェック オプ

ションが有効になっています。 Junos オペレーティング システム（Junos OS）は、TCP セッ

ションの間、以下の処理を実行します。

• セッションの最初のパケットで SYN フラグをチェックし、セッションの開始を試行する非

SYN フラグを持つ TCP セグメントを拒否する。

• ステートフル インスペクションの実行中に、TCP シーケンス番号を検証する。

ポリシーごとに TCP セッション チェックを実行する機能を使用すると、SYN チェックおよび

シーケンス チェックをポリシーごとに構成できます。 現在のところ、no-sequence-check お

よび no-syn-check の 2 つの TCP オプション フラグをグローバル レベルで使用して、サー

ビス ゲートウェイの動作を制御できます。 ポリシーごとの TCP オプションをサポートするた

め、以下の 2 つのオプションを使用できます。
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• sequence-check-required: sequence-check-required 値によって、グローバル値

no-sequence-check が上書きされます。

• syn-check-required: syn-check-required 値によって、グローバル値 no-syn-check が上書

きされます。

ポリシーごとの TCP オプションを構成するには、対応するグローバル オプションをオフにす

る必要があります。このようにしないと、commit check コマンドが失敗します。 グローバル

TCP オプションが無効で、SYN フラッド保護が最初のパケットを許可した場合、SYN チェック

やシーケンス チェックの実行は、ポリシーごとの TCP オプションによって制御されます。

注:

• ポリシーごとの SYN チェックの必須オプションによって、set security flow

tcp-session no-syn-check-in-tunnel CLI コマンドの動作が上書きされることはあ

りません。

• グローバル SYN チェックを無効にすると、パケット フラッドに対して防御を行

うデバイスの効果が低減します。

グローバル SYN チェックを無効にし、ポリシー検索の後で SYN チェックを強制すると、ルー

ターが処理できるパケット数に大きく影響します。 これにより、CPU 動作が集中して発生しま

す。 グローバル SYN チェックを無効にし、ポリシーごとの SYN チェックの強制を有効にした

場合は、このようなパフォーマンスの影響に注意する必要があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 19ページの例: ポリシーごとの TCP パケット セキュリティ チェックの構成

例: ポリシーごとの TCP パケット セキュリティ チェックの構成

この例では、デバイスのポリシーごとに TCP パケット セキュリティ チェックを構成する方法

を示します。

• 要件 19ページ

• 概要 19ページ

• 構成 20ページ

• 確認 20ページ

要件

始める前に、グローバル レベルで構成されている tcp-syn-check および tcp-sequence-check

の各 tcp オプションを無効にする必要があります。 「例: SRX シリーズ サービス ゲートウェ

イの TCP パケット セキュリティ チェックの無効化」を参照してください。

概要

デフォルトでは、すべての TCP セッションで SYN チェックとシーケンス チェック オプショ

ンが有効になっています。 大きなファイルの転送をサポートする必要がある環境、または非標

準のアプリケーションを実行する環境では、ポリシーごとにシーケンス チェックと sync チェッ
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クを個別に構成する必要があります。 この例では、ポリシー pol1 に対してシーケンス チェッ

クと sync チェックを構成します。

構成

ステップごとの手順 ポリシー レベルで TCP パケット セキュリティ チェックを構成するには、以下の手順に従い

ます。

1. セッション作成の前に、TCP SYN ビットのチェックを構成します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone Zone-A to-zone Zone-B policy pol1 then

permit tcp-options syn-check-required

2. ステートフル インスペクションの実行中に、TCP セグメントでのシーケンス番号のチェッ

クを構成します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone Zone-A to-zone Zone-B policy pol1 then

permit tcp-options sequence-check-required

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security policies detail コマンドを入

力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 18ページのポリシーごとの TCP セッション チェックについて

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの監視

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について 20ページ

• すべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバル セッション パラメータの表

示 23ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションのサマリーの表示 24ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報およびフロー情

報の表示 24ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情報およびフ

ロー情報の表示 25ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報およびフロー情報を表示するフィル

タの使用 25ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報 26ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

デバイスでアクティブになっているセッションおよびパケット フローについては、特定のセッ

ションの詳細な情報などを取得できます （SRX シリーズのデバイスでは、失敗したセッション
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の情報も表示されます）。この情報は、アクティビティの監視やデバッグを目的として表示で

きます。 たとえば、以下の目的で show security flow session コマンドを使用できます。

• サービスを含め、入出力 IP フローのリストを表示する

• フローに関連付けられたセキュリティ属性を表示する（そのフローに属するトラフィックに

適用するポリシーなど）

• セッション タイムアウト値を表示する（セッションがアクティブになった時期、アクティブ

になっていた期間、セッションにアクティブなトラフィックがあるかどうか）

注: インターフェースの NAT が構成されていて、そのインターフェースの IP アド

レスを使用してセッションで NAT が設定されている場合、インターフェースの IP

アドレスが変化すると NAT が設定されているセッションが更新され、新しい IP ア

ドレスを使用して新しいセッションが設定されます。 これは、show security flow

session CLI コマンドを使用して確認できます。

このコマンドの詳細については、 『Junos OS CLI Reference』を参照してください。

セッション情報は、関連するポリシー構成にロギング オプションが含まれている場合もログす

ることができます。 システム ログで提供されるセッション情報の詳細については、26ページ

の「「SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報」」を参照し

てください。
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注: すべての SRX シリーズ デバイスのフロー セッション ログでは、ポリシー構

成が拡張されています。 session-init および session-close のセッション ログ

のパケット入力インターフェース パラメータに関する情報、およびポリシーまたは

アプリケーション ファイアウォールによってセッションが拒否される状況に関する

情報は、Common Criteria（CC）の Medium Robustness Protection Profiles（MRPP）

に準拠する目的で提供されています。

ポリシーの構成 — 一致をログ session-init または session-close としてログし、

各セッションを syslog に記録するセッションのポリシーを構成するには、以下の

ように入力します。

• set security policies from-zone untrustZone to-zone trust zone policy policy13

match source-address extHost1

• set security policies from-zone untrustZone to-zone trust zone policy policy13

match source-address extHost1

• set security policies from-zone untrustZone to-zone trustZone policy policy13

match application junos-ping

• set security policies from-zone untrustZone to-zone trustZone policy policy13

then permit

• set security policies from-zone untrustZone to-zone trustZone policy policy13

then log session-init

• set security policies from-zone untrustZone to-zone trustZone policy policy13

then log session-init

Example : フロー一致 policy13 により、以下の情報がログに記録されます。

<14>1 2010-09-30T14:55:04.323+08:00 mrpp-srx650-dut01 RT_FLOW -

RT_FLOW_SESSION_CREATE [junos@2636.1.1.1.2.40 source-address="1.1.1.2"

source-port="1" destination-address="2.2.2.2" destination-port="46384"

service-name="icmp" nat-source-address="1.1.1.2" nat-source-port="1"

nat-destination-address="2.2.2.2" nat-destination-port="46384"

src-nat-rule-name="None" dst-nat-rule-name="None" protocol-id="1"

policy-name="policy1" source-zone-name="trustZone"

destination-zone-name="untrustZone" session-id-32="41"

packet-incoming-interface="ge-0/0/1.0"] session created

1.1.1.2/1-->2.2.2.2/46384 icmp 1.1.1.2/1-->2.2.2.2/46384 None None 1 policy1

trustZone untrustZone 41 ge-0/0/1.0

<14>1 2010-09-30T14:55:07.188+08:00 mrpp-srx650-dut01 RT_FLOW -

RT_FLOW_SESSION_CLOSE [junos@2636.1.1.1.2.40 reason="response received"

source-address="1.1.1.2" source-port="1" destination-address="2.2.2.2"

destination-port="46384" service-name="icmp" nat-source-address="1.1.1.2"

nat-source-port="1" nat-destination-address="2.2.2.2"

nat-destination-port="46384" src-nat-rule-name="None" dst-nat-rule-name="None"

protocol-id="1" policy-name="policy1" source-zone-name="trustZone"
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destination-zone-name="untrustZone" session-id-32="41" packets-from-client="1"

bytes-from-client="84" packets-from-server="1" bytes-from-server="84"

elapsed-time="0" packet-incoming-interface="ge-0/0/1.0"] session closed

response received: 1.1.1.2/1-->2.2.2.2/46384 icmp 1.1.1.2/1-->2.2.2.2/46384

None None 1 policy1 trustZone untrustZone 41 1(84) 1(84) 0 ge-0/0/1.0

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について

• 30ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの消去

• 23ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバル セッション パラ

メータの表示

すべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバル セッション パラメータの

表示

目的 すべてのフローまたはセッションに適用する構成済みパラメータの情報を取得します。

アクション CLI でセッション情報を表示するには、以下のコマンドを入力します。

user@host> show security flow

意味 show security flow 構成コマンドを入力すると、以下の情報が表示されます。

このコマンドの詳細については、 『Junos OS CLI Reference』を参照してください。

• allow-dns-reply — 一致しない入力のドメイン名システム（DNS）の応答パケットが許可され

ているかどうかを識別します。

• route-change-timeout — 有効な場合は、存在しないルートへのルート変更で使用されるセッ

ション タイムアウト値を表示します。

• tcp-mss — ネットワーク トラフィックのすべての TCP パケットで使用される TCP 最大セグ

メント サイズ値の現在の構成を表示します。

• tcp-session — セッション パラメータを制御するすべての構成済みパラメータを表示します。

• syn-flood-protection-mode — SYN Proxy モードを表示します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションのサマリーの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報およ

びフロー情報の表示

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報およびフロー情報の表示
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• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報およびフロー情報を表示

するフィルタの使用

• 26ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションのサマリーの表示

目的 デバイスのセッションの種類、それぞれの種類が存在する数（ユニキャスト セッションおよび

マルチキャスト セッションの数など）、失敗したセッションの数、現在使用中のセッションの

数、デバイスがサポートするセッションの最大数を特定します。 このコマンドでは、現在使用

中のセッションの詳細も表示されます。 たとえば、有効なセッション数、保留中のセッション

数、無効にされたセッション数、その他の状態のセッション数が表示されます。

アクション セッションのサマリー情報を CLI で表示するには、以下の CLI コマンドを入力します。

user@host> show security flow session summary

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 23ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバル セッション パラ

メータの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報およ

びフロー情報の表示

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報およびフロー情報の表示

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報およびフロー情報を表示

するフィルタの使用

• 26ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報およびフロー

情報の表示

目的 セッション ID、セッションが属する仮想システム、ネットワーク アドレス変換（NAT）のソー

ス プール（ソース NAT が使用されている場合）、セッションに対して構成されているタイム

アウト値とその標準タイムアウト値、セッションの開始時刻とセッションがアクティブであっ

た期間など、デバイスのすべてのセッションに関する情報を表示します。 ディスプレイには、

フローの方向、ソース アドレスおよびポート、宛先アドレスおよびポート、IP プロトコル、

セッションで使用されているインターフェースなど、標準的なすべてのフロー情報も表示され

ます。

アクション CLI でセッションのフロー情報を表示するには、以下のコマンドを入力します。

user@host> show security flow session

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について
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• 23ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバル セッション パラ

メータの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションのサマリーの表示

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報およびフロー情報の表示

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報およびフロー情報を表示

するフィルタの使用

• 26ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報

SRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情報および

フロー情報の表示

目的 セッション識別子がわかる場合は、すべてのセッションと、特定のセッションに限定したフロー

情報を表示することができます。

アクション 特定のセッションに関する情報を CLI で表示するには、以下のコマンドを入力します。

user@host> show security flow session session-identifier 40000381

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 23ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバル セッション パラ

メータの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションのサマリーの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報およ

びフロー情報の表示

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報およびフロー情報を表示

するフィルタの使用

• 26ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報およびフロー情報を表示するフィ

ルタの使用

目的 1 つまたは複数のセッションに関するフロー情報およびセッション情報は、show security flow

session コマンドの引数としてフィルタを指定することで表示できます。 使用できるフィルタ

は、application、destination-port、destination-prefix、family、idp、interface、nat、

protocol、resource-manager、session-identifier、source-port、source-prefix、および

tunnel です。 デバイスには、各セッションの情報に続いて、レポートされたセッションの数

を示す行が表示されます。 source-prefix フィルタを使用したコマンドの例は、以下に示すと

おりです。
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アクション フィルタを使用して、選択したセッションの情報を CLI で表示するには、以下のコマンドを入

力します。

user@host> show security flow session source-prefix 10/8

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 23ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバル セッション パラ

メータの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションのサマリーの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報およ

びフロー情報の表示

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報およびフロー情報の表示

• 26ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報

セッション ログのエントリは、ポリシー構成に関係しています。 制御ポリシーでロギングが

有効になっている場合は、メイン セッション イベント（作成、終了、拒否）が発生するたび

にログ エントリが作成されます。

セッション作成、セッション終了、セッション拒否の各イベントについてログされるフィール

ドは、26ページの表5、27ページの表6、30ページの表7 に示すとおりです。 各タイプで同じ

フィールド名が記載されている場合は、同じ情報がログされることを示します。ただし、各表

に記載されているのは、そのタイプのセッション ログについて記録されるすべてのデータの全

リストです。

以下の表は、セッション ログ エントリに表示されるフィールドを示したものです。

表5: セッション作成ログのフィールド

DescriptionField

セッションを作成したパケットのソース IP アドレス。source-address

セッションを作成したパケットのソース ポート。source-port

セッションを作成したパケットの宛先 IP アドレス。destination-address

セッションを作成したパケットの宛先ポート。destination-port

パケットが通過したアプリケーション（ネイティブの Telnet を許可するポリシーによって許

可されたセッション中の Telnet トラフィックに対応した「junos-telnet」など）。

service-name

NAT が適用されている場合は、変換された NAT ソース アドレス。それ以外の場合は、上記の

ソース アドレスになります。

nat-source-address
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表5: セッション作成ログのフィールド （続き）

DescriptionField

NAT が適用されている場合は、変換された NAT ソース ポート。それ以外の場合は、上記のソー

ス ポートになります。

nat-source-port

NAT が適用されている場合は、変換された NAT 宛先アドレス。それ以外の場合は、上記の宛先

アドレスになります。

nat-destination-address

NAT が適用されている場合は、変換された NAT 宛先ポート。それ以外の場合は、上記の宛先

ポートになります。

nat-destination-port

セッションに適用されたソース NAT ルール（存在する場合）。 静的 NAT も構成され、セッ

ションに適用されていて、ソース アドレス変換が行われている場合は、このフィールドには静

的 NAT ルールの名前が示されます。*

src-nat-rule-name

セッションに適用された宛先 NAT ルール（存在する場合）。 静的 NAT も構成され、セッショ

ンに適用されていて、宛先アドレス変換が行われている場合は、このフィールドには静的 NAT

ルールの名前が示されます。*

dst-nat-rule-name

セッションを作成したパケットのプロトコル ID。protocol-id

セッション作成を許可したポリシーの名前。policy-name

32 ビットのセッション ID。session-id-32

* 一部のセッションには、宛先とソースの両方の NAT が適用され、情報がログされることに注意してください。

表6: セッション終了ログのフィールド

DescriptionField

セッションが終了した理由。reason

セッションを作成したパケットのソース IP アドレス。source-address

セッションを作成したパケットのソース ポート。source-port

セッションを作成したパケットの宛先 IP アドレス。destination-address

セッションを作成したパケットの宛先ポート。destination-port

パケットが通過したアプリケーション（ネイティブの Telnet を許

可するポリシーによって許可されたセッション中の Telnet トラ

フィックに対応した「junos-telnet」など）。

service-name

NAT が適用されている場合は、変換された NAT ソース アドレス。

それ以外の場合は、上記のソース アドレスになります。

nat-source-address

NAT が適用されている場合は、変換された NAT ソース ポート。そ

れ以外の場合は、上記のソース ポートになります。

nat-source-port
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表6: セッション終了ログのフィールド （続き）

DescriptionField

NAT が適用されている場合は、変換された NAT 宛先アドレス。それ

以外の場合は、上記の宛先アドレスになります。

nat-destination-address

NAT が適用されている場合は、変換された NAT 宛先ポート。それ以

外の場合は、上記の宛先ポートになります。

nat-destination-port

セッションに適用されたソース NAT ルール（存在する場合）。 静

的 NAT も構成され、セッションに適用されていて、ソース アドレ

ス変換が行われている場合は、このフィールドには静的 NAT ルール

の名前が示されます。*

src-nat-rule-name

セッションに適用された宛先 NAT ルール（存在する場合）。 静的

NAT も構成され、セッションに適用されていて、宛先アドレス変換

が行われている場合は、このフィールドには静的 NAT ルールの名前

が示されます。*

dst-nat-rule-name

セッションを作成したパケットのプロトコル ID。protocol-id

セッション作成を許可したポリシーの名前。policy-name

32 ビットのセッション ID。session-id-32

そのセッションに関連するクライアントによって送信されたパケッ

ト数。

packets-from-client

そのセッションに関連するクライアントによって送信されたデータ

バイト数。

bytes-from-client

そのセッションに関連するサーバーによって送信されたパケット数。packets-from-server

そのセッションに関連するサーバーによって送信されたデータ バイ

ト数。

bytes-from-server

終了の許可から経過した合計セッション時間（秒単位）。elapsed-time

セッション作成中に、セッションの終了理由を unset として設定で

きます。

制御ポイントでのセッションの設置が成功しなかった場合、セッショ

ンは理由が unset で終了します。 セッションの設置理由は、さま

ざまです（非管理セッションの設置に対するメモリの非可用性な

ど）。

unset

いずれかの端点から受信された RST。TCP RST

いずれかの端点から受信された FIN。TCP FIN

パケット要求に対して受信された応答（ICMP req-reply など）。response received

受信された ICMP エラー。ICMP error
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表6: セッション終了ログのフィールド （続き）

DescriptionField

セッションのエージアウトに到達しました。aged out

ALG エラーがセッションを終了しました（最大制限に到達したリモー

ト アクセス サーバー（RAS）など）。

ALG

HA メッセージがセッションを終了しました。HA

認証に失敗しました。auth

セキュリティ モジュール（SM）の内部エラーにより、IDP がセッ

ションを終了しました。

IDP

SYN プロキシの異常により、セッションが終了しました。synproxy failure

マイナー セッションの割り当てに失敗した理由。元のセッションを

解放する必要があります。

synproxy limit

親セッションが終了しました。parent closed

CLI ステートメントによって消去されたセッション。CLI

受信された CP NACK 応答。CP NACK

CP ACK の削除によってセッションが終了しました。CP delete

削除のマークが付いた対応するポリシー。policy delete

転送セッションの削除によってセッションが終了しました。fwd session

マルチキャスト ルートの変更によってセッションが終了しました。multicast route change

最初のパスがリルートされ、セッションが再作成されています。first path reroute, session recreated

SPU が中央ポイントから ACK メッセージを受信しましたが、DIP リ

ソースの受信に失敗しました。 そのため、このパケットがドロップ

され、セッションが終了しました。

source NAT allocation failure

その他すべての理由により、セッションが終了しました（pim reg

tun が更新を必要とする場合など）。

other

IKE パススルー テンプレートの作成エラー。error create IKE pass-through template

IKE パススルー テンプレート セッションに子がないため、セッショ

ンが削除されました。

IKE pass-through child session ageout

タイム アウト タイマーが保留状態に到達したため、保留中のセッ

ションが終了しました。

sess timeout on pending state
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表6: セッション終了ログのフィールド （続き）

DescriptionField

不明な理由によってセッションが終了しました。unknown

* 一部のセッションには、宛先とソースの両方の NAT が適用され、情報がログされることに注意してください。

表7: セッション拒否ログのフィールド

DescriptionField

セッション作成を試行したパケットのソース IP アドレス。source-address

セッション作成を試行したパケットのソース ポート。source-port

セッション作成を試行したパケットの宛先 IP アドレス。destination-address

セッション作成を試行したパケットの宛先ポート。destination-port

パケットが通過を試行したアプリケーション。service-name

セッション作成を試行したパケットのプロトコル ID。protocol-id

拒否されたパケットに ICMP が構成されていた場合は、ICMP のタイプ。それ以外の場合、こ

のフィールドは 0 になります。

icmp-type

セッション作成を拒否したポリシーの名前。policy-name

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 23ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバル セッション パラ

メータの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションのサマリーの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報およ

びフロー情報の表示

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報およびフロー情報の表示

• 30ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの消去

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報およびフロー情報を表示

するフィルタの使用

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの消去

セッションは、clear コマンドを使用することで停止できます。 特定のアプリケーション タ

イプのセッション、特定の宛先ポートを使用するセッション、特定のインターフェースまたは
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ポートを使用するセッション、特定の IP プロトコルを使用するセッション、ソース プレフィッ

クスと一致するセッション、リソース マネージャ セッションなど、すべてのセッションを消

去することができます。

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの終了 31ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションの終了 31ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイに対して終了するセッションを指定するフィルタの使

用 31ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの終了

以下のコマンドを使用することで、トンネル セッションとリソース マネージャ セッションを

除くすべてのセッションを終了できます。 コマンドの出力には、消去されたセッションの数が

示されます。 このコマンドを使用すると、clear コマンドが発行された管理セッションが終了

することに注意してください。

user@host> clear security flow session all

SRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションの終了

以下のコマンドを使用することで、指定したセッション ID を持つセッションを終了すること

ができます。

user@host> clear security flow session session-identifier 40000381

SRX シリーズ サービス ゲートウェイに対して終了するセッションを指定するフィルタの

使用

clear コマンドに対して指定したフィルタ パラメータに基づき、1 つまたは複数のセッション

を終了することができます。 以下の例では、プロトコルをフィルタとして使用しています。

user@host> clear security flow session protocol 89

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

SRX5600 および SRX5800 サービス ゲートウェイの処理の概要

Junos OS は、分散並列処理を特徴とした高スループットかつ高パフォーマンスなシステムで

す。 サービス ゲートウェイの分散並列処理アーキテクチャには、セッションを管理し、セキュ

リティなどのサービス処理を実行するため、複数のプロセッサが採用されています。 このアー

キテクチャにより高い柔軟性が提供され、高スループットと高速なパフォーマンスが実現され

ます。

注: SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、ネ

ゴシエーション中に IKE パケットの IP アドレスを変更する NAT デバイスの背後

に IKE ピアがある場合、NAT 通過を伴う IKE ネゴシエーションは機能しません。

たとえば、NAT デバイスが DIP で構成されている場合、IKE プロトコルによって

UDP ポートが 500 から 4500 に切り替えられるため、ソース IP が変更されます。

31Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第2章: フローベースの処理

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


SRX5600 および SRX5800 サービス ゲートウェイには、I/O カード（IOC）およびサービス処理

カード（SPC）が搭載されており、パケットによるデバイスの通過時にそのパケットを処理する

処理ユニットが、それぞれに組み込まれています。 ネットワーク処理ユニット（NPU）は、IOC

上で動作します。 IOC には、1 つまたは複数の NPU が組み込まれています。 1 つまたは複数

のサービス処理ユニット（SPU）が、SPC 上で動作します。

各処理ユニットは、それぞれ異なる役割を持ちます。 パケットに対するすべてのフローベース

のサービスは、単一の SPU で実行されます。 ただし、回線については、これらのプロセッサ

で動作するサービスの種類に応じて明確に分割されるわけではありません （フローベースの処

理の詳細については、3ページの「「Juniper Networks デバイスの処理の概要」」を参照して

ください）。

例:

• NPU は、パケットを個別に処理します。 また、サニティ チェックを実行し、サービス拒否

（DoS）スクリーニングなど、インターフェースに対して構成されている一部のスクリーニン

グをパケットに適用します。

• SPU は、パケット フローのセッションを管理し、セキュリティ機能などのサービスをパケッ

トに適用します。 また、パケットベースのステートレス ファイアウォール フィルタ、クラ

シファイア、およびトラフィック シェーパもパケットに適用します。

• システムは 1 つのプロセッサを中央ポイントとして使用してリソースの調停と割り当てを処

理し、インテリジェントな方法でセッションを分散させます。 中央ポイントは、フローの最

初のパケットが処理されたときに、特定のセッションで使用する SPU を割り当てます。

このような、中央ポイントを含めた個別の協調して動作するシステムの各部には、パケットの

ストリームに対してセッションが存在するかどうかの情報や、パケットが一致する情報（パケッ

トが既存のセッションに属しているかどうかを特定するために使用）などが保存されます。

このアーキテクチャにより、デバイスは、すべてのセッションの処理を複数の SPU に分散する

ことができます。 また、NPU は、パケットのセッションが存在するかどうかを特定し、そのパ

ケットをチェックして、スクリーニングを適用することができます。 パケットの処理方法は、

そのパケットがフローの最初のパケットかどうかによって異なります。

以下の各セクションでは、SRX5600 および SRX5800 の処理アーキテクチャについて説明しま

す。

• 最初のパケットの処理について 32ページ

• ファストパスの処理について 34ページ

• ユニキャスト セッションのデータ パスについて 35ページ

• パケットの処理について 41ページ

• サービス処理ユニットについて 42ページ

• スケジューラの特性について 42ページ

• ネットワーク プロセッサ バンドルについて 42ページ

最初のパケットの処理について

パケットが既存のフローと一致する場合、パケットの処理はフローの状態のコンテキストで評

価されます。 各セッションの状態は SPU が保持し、フローの残りのパケットに設定が適用さ
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れます。 パケットが既存のフローと一致しない場合、そのパケットはフローの状態を作成する

ために使用され、そのパケットにセッションが割り当てられます。

33ページの図2 は、フローの最初のパケットがデバイスに入るときにたどるパスを示したもの

です。そのパケットにセッションがないことは NPU が特定し、その NPU が中央ポイントにパ

ケットを送信します。中央ポイントは、そのパケットのセッションを設定する SPU を選択して

処理し、SPU にそのパケットを送信します。 SPU はパケットを処理し、デバイスから送信する

ために、そのパケットを NPU に送信します （この高レベルの説明では、パケットに対する機

能の適用には対処していません）。

図 2: 最初のパケットの処理

フローの最初のパケットに対するセッションの作成の詳細については、36ページの「セッショ

ン作成について: 最初のパケットの処理」を参照してください。

フローの最初のパケットがシステムを通過し、そのパケットに対してセッションが確立される

と、そのパケットにはファストパスの処理が実行されます。

ファストパスの処理は、フローの後続のパケットにも実行されます。この場合、各パケットが

セッションに入り、NPU が、そのパケットとの一致をセッション テーブルで検出すると、NPU

は、そのパケットのセッションを管理する SPU にパケットを送信します。

図 3 は、ファストパスの処理を示したものです。 これは、関連するパケットに対してすでに

フローが確立されている場合にパケットがたどるパスです （これは、フローの最初のパケット

が開始したフローのセッションが設定された後で、そのパケットがたどるパスでもあります）。

パケットがデバイスに入ると、NPU は、そのセッション テーブルでパケットとの一致を検出

し、パケットのセッションを管理する SPU にそのパケットを転送します。 パケットは、中央

ポイントとの対話をバイパスすることに注意してください。
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図 3: ファストパスの処理

このセクションでは、セッションが作成される仕組みと、パケットがデバイスを通過するとき

に実行される処理について説明します。

ファストパスの処理について

ここでは、パケットのセッションを設定する場合と、SRX5600 および SRX5800 の各デバイスを

パケットが通過するときに、パケットを個別におよびフローの一部として処理するために使用

する以下の各メイン コンポーネントの概要について説明します。

• ネットワーク処理ユニット（NPU） — NPU は、I/O カード上に存在します。 このユニット

は、パケットのサニティ チェックと一部のスクリーニングの適用を処理します。 NPU は、

入力パケットまたは逆方向トラフィックのセッションが存在するかどうかを特定する目的で

使用するセッション テーブルを保持します。

以前にインターフェースを経由してデバイスに入り、NPU によって処理されたパケットの SPU

に対してセッションが確立されている場合、NPU セッション テーブルには、セッションのエ

ントリが格納されています。 この SPU は、セッションを作成するときに、NPU テーブルに

セッションを設置します。

NPU は、パケット情報とセッション テーブルを照合することで、パケットのセッションが存

在するかどうかを判断します。 パケットが既存のセッションと一致する場合、NPU は、パ

ケットとパケットのメタデータを SPU に送信します。 セッションが存在しない場合は、SPU

の割り当てを目的として、中央ポイントにパケットを送信します。

• サービス処理ユニット（SPU） — SRX5600 および SRX5800 デバイスのメイン プロセッサは、

サービス処理カード（SPC）上に存在します。 これらのユニットは、トラフィック フローを

確立して管理し、パケットがデバイスを通過するときには、そのパケットに対するほとんど

のパケット処理を実行します。 各 SPU は、高速なセッション ルックアップを実行するため

に、ハッシュ テーブルを保持しています。 SPU は、ステートレス ファイアウォール フィ

ルタ、クラシファイア、およびトラフィック シェーパをトラフィックに適用します。 SPU

は、パケットに対するすべてのフローベースの処理と、ほとんどのパケットベースの処理を

実行します。 各マルチコア SPU は、同一または別の SPC 上に存在する複数の SPU 間にお
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ける対話を最小限に抑えながら、パケットを個別に処理します。 同じフローに属するすべて

のパケットは、同じ SPU によって処理されます。

SPU は、その SPU が確立し、その SPU が処理するパケットを持つすべてのセッションのエ

ントリが格納されたセッション テーブルを保持します。 SPU が NPU からパケットを受信す

ると、セッション テーブルに対するチェックを実行し、パケットが属していることを確認し

ます。 また、中央ポイントからパケットを受信し、そのパケットのセッションを確立するた

めのメッセージを受信すると、そのパケットに既存のセッションが存在しないことを確認す

るために、セッション テーブルのチェックも実行します。

• 中央ポイント — SRX シリーズ デバイスは、1 つのプロセッサを中央ポイントとして使用し、

リソースの調停と割り当てを処理します。また、複数の SPU が誤って同じフローを処理しな

いように、インテリジェントな方法でセッションを分散します。

中央ポイントのメイン機能は、いずれかの SPU にセッションの処理を委任します。 セッショ

ンが確立されていない場合は、ロードバランスの基準に基づいて、フローのセッションを確

立する SPU を中央ポイントが選択します。 すでにセッションが存在する場合は、ホスティ

ング元の SPU にそのフローのパケットを転送します。 また、NPU が処理に失敗した場合は、

正しい SPU にパケットを転送します。

中央ポイントは、グローバル セッション テーブルを保持しています。このテーブルには、

特定のセッションの所有者である SPU に関する情報が格納されています。 中央ポイントは、

中央リポジトリおよびシステム全体のリソース マネージャとして機能します。

• ルーティング エンジン（RE） — ルーティング エンジンは、制御プレーンを実行します。

ユニキャスト セッションのデータ パスについて

このトピックでは、デバイスを通過するフローに属するパケットのセッションを確立する処理

について説明します。

フローのパケットにサービスが適用されるポイントなど、セッションの確立とパケット「ウォー

ク」について説明するため、この例では、簡単なユニキャスト セッションを例として取り上げ

ます。

このパケット「ウォーク」では、Junos OS がパケットに対して実行するパケットベースの処理

とフローベースの処理が組み合わされます。

セッションのルックアップとパケット一致基準

パケットが既存のフローに属するかどうかを特定するため、デバイスは、以下の 6 つの基準に

基づいて、パケットの情報と既存のセッション情報の照合を行います。

• ソース アドレス

• 宛先アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• 特定のゾーンおよび仮想ルーターからの一意のトークン
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セッション作成について: 最初のパケットの処理

このトピックでは、フローを構成するパケットを処理するためにセッションが設定される仕組

みについて説明します。 処理を説明するため、このトピックではソース「a」および宛先「b」

を使用した例を取り上げます。 フローのパケットのソースから宛先への方向は、（a ->b）と

いう形式で示します。 また、宛先からソースへの方向は、（b->a）という形式で示します。

手順 1: パケットがデバイスのインターフェースに到着し、NPU が処理します。

このトピックでは、パケットが SRX シリーズ デバイスのイングレス IOC に到着した場合に、

そのパケットが処理される仕組みを説明します。

1. パケットがデバイスの IOC に到着し、カードの NPU によって処理されます。

2. NPU が、パケットに対して基本的なサニティ チェックを実行し、インターフェースに対し

て構成されている一部のスクリーニングをパケットに適用します。

3. NPU がセッション テーブルをチェックし、パケットの既存のセッションが存在するかどう

か確認します （既存のセッションについて、パケットのタプルとパケットのセッションを

セッション テーブルで照合します）。

a. 既存のセッションが見つからない場合、NPU は中央ポイントにパケットを転送します。

b. セッションの一致が見つかった場合、そのセッションは、セッションに割り当てられた

SPU ですでに作成されています。そのため、NPU は、処理を目的としてパケットとセッ

ション ID を SPU に転送します （38ページの「ファストパスの処理について」を参照

してください）。

Example: パケット（a ->b）が、NPU1 に到着します。 NPU1 はサニティ チェックを実行し、

そのパケットに DoS スクリーニングを適用します。 NPU は、タプルの一致についてセッショ

ン テーブルをチェックします。ここでは、既存のセッションが見つかりませんでした。 NPU1

は、SPU に割り当てるために、中央ポイントにパケットを転送します。

手順 2: 中央ポイントが、「保留中」の状態のセッションを作成します。

中央ポイントは、グローバル セッション テーブルを保持します。このテーブルには、デバイ

スのすべての SPU にわたって存在するすべてのセッションのエントリが格納されています。

中央ポイントはセッション作成に参加し、セッション リソースの割り当てを委任および調停し

ます。

この処理は、以下の各動作を伴います。

1. 中央ポイントはセッション テーブルとゲート テーブルをチェックし、NPU から受信したパ

ケットに対してセッションまたはゲートが存在するかどうかを判断します （パケットのセッ

ションがないことがテーブルによって示されているため、NPU は中央ポイントにパケットを

転送しました。 中央ポイントは、セッションの SPU を割り当てる前に、この情報を確認し

ます）。

2. どちらのテーブルにもパケットと一致するエントリがない場合、中央ポイントはセッション

に対して保留中のウィングを作成し、ロードバランス アルゴリズムに基づいて、セッショ

ンで使用する SPU を選択します。

3. 中央ポイントは、パケット フローで使用するセッションをローカルに設定するように指示

するメッセージにより、フローの最初のパケットを選択した SPU に転送します。
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Example: 中央ポイントは、そのセッションの保留中のウィング（a ->b）を作成します。 ま

た、そのセッションで使用する SPU1 を選択します。 そして、（a->b）パケットとともに、そ

のパケットのセッションを作成するためのメッセージを SPU1 に送信します。

手順 3: SPU が、セッションを設定します。

各 SPU にもセッション テーブルがあり、そのセッションに関する情報が格納されています。

SPU は、セッションを設定するためのメッセージを中央ポイントから受信すると、セッション

テーブルをチェックして、そのパケットのセッションが存在していないことを確認します。

1. パケットに既存のセッションがない場合は、SPU がローカルにセッションを設定します。

2. SPU は、セッションを設置するように指示するメッセージを中央ポイントに送信します。

注: NAT が有効になっている場合、最初のパケットの処理中に、SPU が NAT の

IP アドレス リソースを割り当てます。 この場合、NAT の割り当て処理が完了

するまで、セッションの最初のパケットの処理が中断されます。

セッションが設置されるまで、SPU は、受信する可能性があるフローの追加パケットをキュー

に追加します。

Example: SPU1 は、（a ->b）のセッションを作成し、保留中のセッションを設置するように指

示するメッセージを中央ポイントに返信します。

手順 4: 中央ポイントが、セッションを設置します。

中央ポイントが、SPU から設置メッセージを受信します。

1. セッションの保留中のウィングの状態をアクティブに設定します。

2. セッションの逆方向のウィングをアクティブなウィングとして設置します。

3. セッションが設置されていることを示す ACK（肯定応答）メッセージを SPU に送信します。

Example: 中央ポイントは、（a->b）のセッションを設置するように指示するメッセージを SPU1

から受信します。 また、（a->b）ウィングのセッション状態をアクティブに設定します。 そ

して、セッションの逆方向のウィング（b->a）を設置して、その状態をアクティブに設定しま

す。これにより、宛先（b）からソース（a）に向かう、フローの逆方向からのパケットの提供

が可能になります。

手順 5: SPU が、イングレス NPU およびエグレス NPU を設定します。

NPU は、パケットの転送と提供を目的としたセッションの情報を保持します。 セッション情報

は、エグレス NPU およびイングレス NPU（同じ場合もあります）に対して設定されます。これ

は、フローを管理する SPU にパケットを直接送信できるようにするためであり、転送を目的と

した中央ポイントに送信するためではありません。

手順 6: ファストパスの処理が発生します。

パケット処理に伴う残りの手順については、38ページの「ファストパスの処理について」の手

順 1 に進んでください。

38ページの図4 は、フローの最初のパケットがデバイスに到着した後で、そのパケットが受け

る処理の最初部分を示したものです。 この時点では、そのパケットと、そのフローに属する残

37Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第2章: フローベースの処理



りのパケットを処理するセッションが設定されています。 その後、そのパケットと、フローの

残りのパケットが、ファストパスの処理を受けます。

図 4: セッション作成: 最初のパケットの処理

ファストパスの処理について

すべてのパケットは、ファストパスの処理を受けます。 ただし、パケットに対してセッション

が存在する場合、パケットはファストパスの処理を受け、最初のパケットの処理をバイパスし

ます。 パケットのフローに対してすでにセッションが存在する場合、そのパケットは中央ポイ

ントを通過しません。

ファストパスの処理は、次のように機能します。エグレスおよびイングレス インターフェース

は、セッション テーブルを備えています。このテーブルには、パケットのフローを管理する

SPU の ID が格納されています。 NPU はこのセッション情報を保持しているため、逆方向のト

ラフィックを含めたフローのすべてのトラフィックは、処理を行うために SPU に直接送信され

ます。

ファストパスの処理を説明するため、このトピックでは、ソース「a」および宛先「b」を使用

した例を取り上げます。 フローのパケットのソースから宛先への方向は、（a ->b）という形

式で示します。 また、宛先からソースへの方向は、（b->a）という形式で示します。
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手順 1: パケットがインターフェースに到着し、NPU が処理します。

このトピックでは、パケットがサービス ゲートウェイの IOC に到着した場合に、そのパケッ

トが処理される仕組みを説明します。

1. パケットがデバイスの’ IOC に到着し、カードの NPU によって処理されます。

NPU はサニティ チェックを実行し、サービス拒否（DoS）スクリーニングなど、一部のスク

リーニングをパケットに適用します。

2. NPU は、パケットが一致するセッション テーブルで、既存のセッションのエントリを識別

します。

3. NPU は、セッション ID とパケット タプル情報が格納されているセッション テーブルか

ら、フローのセッションを管理する SPU にパケットとメタデータを転送します。また、ス

テートレス ファイアウォール フィルタと CoS 機能をパケットに適用し、パケットのフロー

処理やセキュリティなどの機能の適用を処理します。

Example: パケット（a ->b）が、NPU1 に到着します。 NPU1 は、パケットに対してサニティ

チェックを実行し、DoS スクリーニングを適用します。また、タプルの一致について、セッショ

ン テーブルをチェックします。 これにより、一致が検出され、パケットに対して SPU1 にセッ

ションが存在することが判明します。 NPU1 は、処理を目的として、そのパケットを SPU1 に

転送します。

手順 2: セッションの SPU が、パケットを処理します。

ほとんどのパケットの処理は、そのセッションが割り当てられている SPU で発生します。 該

当する場合、そのパケットには、ステートレス ファイアウォール フィルタやトラフィック

シェーパ、クラシファイアなど、パケットベースの機能の処理が実行されます。 ファイアウォー

ル機能、NAT、ALG など、構成済みのフローベースのセキュリティおよび関連するサービスが、

パケットに適用されます （セッションに対してセキュリティ サービスが決定される仕組みに

ついては、3ページの「「Juniper Networks デバイスの処理の概要」」を参照してください）。

1. SPU は、パケットを処理する前にセッション テーブルをチェックし、そのパケットがいず

れかのセッションに属することを確認します。

2. SPU は、該当する機能およびサービスについて、パケットを処理します。

Example: SPU1 が、NPU1 からパケット（a->b）を受信します。 また、セッション テーブルを

チェックし、そのパケットがいずれかのセッションに属することを確認します。 次に、入力イ

ンターフェースに適用される入力フィルタおよび CoS 機能に従い、パケット（a ->b）を処理

します。 SPU は、ゾーンおよびポリシーに基づいて、パケットのフローに対して構成されたセ

キュリティ機能とサービスをパケットに適用します。 また、構成されている場合は、出力フィ

ルタ、トラフィック シェーパ、および追加のスクリーニングをパケットに適用します。

手順 3: SPU が、NPU にパケットを転送します。

1. SPU が、NPU にパケットを転送します。

2. NPU は、インターフェースに関連付けられた該当するスクリーニングをパケットに適用しま

す。

Example: SPU1 がパケット（a ->b）を NPU2 に転送し、NPU2 が DoS スクリーニングを適用し

ます。
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手順 4: インターフェースが、デバイスからパケットを送信します。

Example: インターフェースが、デバイスからパケット（a->b）を送信します。

手順 5: 逆方向のトラフィック パケットがエグレス インターフェースに到着し、NPU がその
パケットを処理します。

この手順では、手順 1 を逆に実行します。 詳細については、このトピックの手順 1 を参照し

てください。

Example: パケット（b->a）が、NPU2 に到着します。 NPU2 は、タプルの一致について、セッ

ション テーブルをチェックします。 これにより、一致が検出され、パケットに対して SPU1

にセッションが存在することが判明します。 NPU2 は、処理を目的として、そのパケットを

SPU1 に転送します。

手順 6: セッションの SPU が、逆方向のトラフィックのパケットを処理します。

この手順は、逆方向のトラフィックに適用する点を除き、手順 2 と同じです。 詳細について

は、このトピックの手順 2 を参照してください。

Example: SPU1 が、NPU2 からパケット（b->a）を受信します。 また、セッション テーブルを

チェックし、そのパケットが NPU2 によって識別されたセッションに属することを確認します。

次に、NPU1 のインターフェースに対して構成されたパケットベースの機能をパケットに適用し

ます。 また、ゾーンとポリシーに基づき、そのフローに対して構成されたセキュリティ機能お

よびその他のサービスに従って、パケット（b->a）を処理します （3ページの「「Juniper

Networks デバイスの処理の概要」」を参照してください）。

手順 7: SPU が、逆方向のトラフィックのパケットを NPU に転送します。

この手順は、逆方向のトラフィックに適用する点を除き、手順 3 と同じです。 詳細について

は、このトピックの手順 3 を参照してください。

Example: SPU1 が、NPU1 にパケット（b->a）を転送します。 NPU1 は、インターフェースに対

して構成されているスクリーニングを処理します。

8. インターフェースが、デバイスからパケットを送信します。

この手順は、逆方向のトラフィックに適用する点を除き、手順 4 と同じです。 詳細について

は、このトピックの手順 4 を参照してください。

例: インターフェースが、デバイスからパケット（b->a）を送信します。

41ページの図5 は、パケットがデバイスに到着し、そのパケットが属するフローに対するセッ

ションが存在する場合に、パケットが受ける処理を示したものです。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.40

Junos OS セキュリティ構成ガイド



図 5: ファストパスの処理の「パケット ウォーク」

パケットの処理について

このトピックでは、フローを構成するパケットを処理するためにセッションが設定される仕組

みについて説明します。

1. プライマリ ネットワーク プロセッサが IP パケットを受信し、複数のキー タプルを取得

するために分析します。

2. インターフェースは、分散フロー ルックアップを有効にするように構成されています。ま

た、プライマリ ネットワーク プロセッサのハッシュ値を使用する 5 タプル ハッシュ ア

ルゴリズムを参照することによって、パケットがセカンダリ ネットワーク プロセッサに転

送されます。

3. セカンダリ ネットワーク プロセッサが、転送されたパケットを受信し、パケットに対して

すべてのタスクを実行します。
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注: ネットワーク プロセッサ バンドルが有効な場合、バンドル内の各ネットワー

ク プロセッサに対してスクリーニング設定がプログラムされるため、選択された設

定がスクリーニングのパフォーマンスに影響を与えます。 たとえば、ネットワーク

プロセッサ バンドルが有効ではなく、ICMP スクリーニングが 100 に設定されてい

る場合、処理レートが 100 pps を超えると ICMP パケットがブロックされます。

ただし、ネットワーク プロセッサ バンドルが有効で、4 つのネットワーク プロ

セッサがバンドルされている場合（1 つのプライマリ ネットワーク プロセッサと

3 つのセカンダリ ネットワーク プロセッサ）、ICMP フラッディング パケットが

3 つのセカンダリ ネットワーク プロセッサ間で均等に分散されていると、ICMP フ

ラッドが 300 pps を超えるまで ICMP スクリーニングは開始されません。

サービス処理ユニットについて

特定の物理インターフェースでは、サービス処理ユニット（SPU）が、その物理インターフェー

スに関連付けられたネットワーク プロセッサ バンドルのすべてのネットワーク プロセッサか

らイングレス パケットを受信します。 SPU は、物理インターフェースからネットワーク プロ

セッサ バンドルの情報を抽出し、同じ 5 タプル ハッシュ アルゴリズムを使用して、ネット

ワーク プロセッサ インデックスにフローをマップします。 ネットワーク プロセッサを決定

するため、SPU は、ネットワーク プロセッサ バンドルのネットワーク プロセッサ インデッ

クスに対してルックアップを実行します。 SPU は、外部に向かうトラフィック用の物理イン

ターフェースのローカル PIC にエグレス パケットを送信します。

注: ネットワーク プロセッサと SPU は、同じ 5 タプル ハッシュ アルゴリズムを

使用して、パケットのハッシュ値を取得します。

スケジューラの特性について

SRX5600 および SRX5800 デバイスでは、IOC は、階層構造を持つ以下のスケジューラの特性を

サポートします。

• IFL – ネットワーク プロセッサ バンドルの構成は、物理インターフェースのデータ構造に

保存されます。 SRX5600 および SRX5800 デバイスの PIC は、最大で 48 個です。 物理イ

ンターフェースは、48 ビットのビットマスクを使用して PIC を示したり、この物理インター

フェースからのネットワーク プロセッサ トラフィックが物理インターフェースのプライマ

リ ネットワーク プロセッサにも分散されていることを示したりします。 SRX1400、SRX3400、

SRX3600、SRX5600、および SRX5800 デバイスでは、iflset 機能は、 rethのような統合イン

ターフェースに対してサポートされていません。

• IFD – ネットワーク プロセッサ バンドルの物理インターフェースに関連付けられた論理イ

ンターフェースは、ネットワーク プロセッサ バンドルに PIC を持つすべての I/O カード

（IOC）に渡されます。

ネットワーク プロセッサ バンドルについて

ネットワーク プロセッサ バンドル機能は、SRX5600 および SRX5800 サービス ゲートウェイ

で使用できます。 この機能により、データ トラフィックを 1 つのインターフェースから複数

のネットワーク プロセッサに分散し、パケットを処理することができます。 プライマリ ネッ
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トワーク プロセッサは、イングレス トラフィックを受信するインターフェースに割り当てら

れ、パケットを他の複数のセカンダリ ネットワーク プロセッサに分散します。 1 つのネット

ワーク プロセッサは、プライマリ ネットワーク プロセッサまたは複数のインターフェースに

対するセカンダリ ネットワーク プロセッサとして機能できます。 1 つのネットワーク プロ

セッサが参加できるのは、1 つのネットワーク プロセッサ バンドルだけです。

ネットワーク プロセッサ バンドルの制限

ネットワーク プロセッサ バンドル機能には、以下の制限があります。

• ネットワーク プロセッサ バンドルでは、バンドルあたり合計 16 個の PIC が許容されま

す。また、8 個の異なるネットワーク プロセッサ バンドル システムが許容されます。

• バンドルに対する構成変更を適用するには、デバイスを再起動する必要があります。

• ネットワーク プロセッサ バンドルは、アーキテクチャ全体の中では、reth インターフェー

スの下位に位置します。 ネットワーク プロセッサ バンドルから 1 つまたは両方のインター

フェースを選択して、reth インターフェースを形成できます。

• ネットワーク プロセッサ バンドルから IOC が削除されると、その IOC 上の PIC に転送さ

れたパケットは失われます。

• ネットワーク プロセッサ バンドルが有効な場合、ICMP、UDP、および TCP 同期フラッディ

ングのしきい値は、インターフェースに適用されなくなります。 パケットは、処理を目的と

して複数のネットワーク プロセッサに分散されます。 これらのしきい値は、ネットワーク

プロセッサ バンドルの各ネットワーク プロセッサに適用されます。

• ネットワーク プロセッサ バンドルは、レイヤー 2 モードではサポートされていません。

• EZchip のメモリの制約により、ネットワーク プロセッサ バンドルの対象として PIC ごと

にサポートされるポート数には制限があります。 ネットワーク プロセッサ バンドル内で

は、各ポートがグローバル ポート インデックスを持つ必要があります。 グローバル ポー

ト インデックスは、以下の式を使用して計算されます。

Global_port_index = (global_pic * 16) + port_offset

• シャーシ クラス実装におけるリンク集約グループ（LAG）および冗長イーサネット インター

フェース LAG は、ネットワーク プロセッサ バンドルと共存できます。 ただし、LAG も冗

長イーサネット インターフェース LAG も、ネットワーク プロセッサ バンドルと重複した

り、物理リンクを共有したりすることはできません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Understanding Data Path Debugging for SRX Series Devices

• 3ページのJuniper Networks デバイスの処理の概要

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について

• 229ページのセキュリティ ポリシー スケジューラの概要
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SRX1400、SRX3400、および SRX3600 サービス ゲートウェイの処理の概要

SRX3400 および SRX3600 サービス ゲートウェイ用の Junos OS には、Juniper Networks が提

供する国際的レベルのネットワーク セキュリティ機能とルーティング機能が統合されていま

す。 これらのサービス ゲートウェイ用の Junos OS には、ポリシー、スクリーニング、ネッ

トワーク アドレス変換、サービス クラスのクラシファイア、および豊富で広範な一連のフロー

ベースのサービスなど、さまざまなセキュリティ サービスが用意されています。これらのサー

ビスは、サービス ゲートウェイの他のデバイスでもサポートされています。

SRX3400 および SRX3600 デバイスの分散並列処理アーキテクチャには、セッションを管理し、

セキュリティなどのサービス処理を実行するため、複数のプロセッサが採用されています。 こ

のアーキテクチャにより高い柔軟性が提供され、高スループットと高速なパフォーマンスが実

現されます。

このトピックでは、以下の情報について説明します。

• セッションの設定に伴うコンポーネント 44ページ

• ユニキャスト セッションのデータ パスについて 45ページ

• セッションのルックアップとパケット一致基準 45ページ

• セッション作成について: 最初のパケットの処理 45ページ

• ファストパスの処理について 47ページ

セッションの設定に伴うコンポーネント

ここでは、パケットのセッションを設定する場合と、SRX3400 および SRX3600 の各デバイスを

パケットが通過するときに、パケットを処理するために使用する以下の各メイン コンポーネン

トの概要について説明します。

• サービス処理ユニット（SPU） — SRX3400 および SRX3600 デバイスのメイン プロセッサは、

サービス処理カード（SPC）上に存在します。 これらのユニットは、トラフィック フローを

確立して管理し、パケットがデバイスを通過するときには、そのパケットに対するほとんど

のパケット処理を実行します。 各 SPU は、高速なセッション ルックアップを実行するため

に、ハッシュ テーブルを保持しています。 SPU は、セキュリティ サービスやクラシファイ

ア、トラフィック シェーパの適用など、パケットに対するすべてのフローベースの処理を実

行します。 同じフローに属するすべてのパケットは、同じ SPU によって処理されます。

SPU は、その SPU が確立し、その SPU が処理するパケットを持つすべてのセッションのエ

ントリが格納されたセッション テーブルを保持します。 SPU が NPU からパケットを受信す

ると、セッション テーブルに対するチェックを実行し、パケットが属していることを確認し

ます。

SRX3400 および SRX3600 の各デバイスでは、1 つの SPU が通常のセッション管理とフロー

処理機能の実行において協調して機能し、セッションの調停とリソースの割り当てを行う中

央ポイントとして機能します。 SPU のこのような動作は、コンボ モードと呼ばれます。

• 中央ポイント — 中央ポイントは、ロード バランス基準に基づいて、セッション管理を SPU

に割り当てる目的で使用されます。 また、複数の SPU が誤って同じフローを処理するのを

避けるため、インテリジェントな方法でセッションを分散します。 SPU へのセッションの割

り当ては、ロード バランス基準に従って行われます。 セッションが存在する場合、中央ポ
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イントはホスティング元の SPU にそのフローのパケットを転送します。 また、NPU が処理

に失敗した場合は、正しい SPU にパケットを転送します。

SRX3400 および SRX3600 の各デバイスでは、1 つの SPU が、常にコンボ モードと呼ばれる

モードで動作します。コンボ モードでは、SPU が、中央ポイントの機能とフローおよび管理

機能の両方を実行します。 コンボ モードでは、SPU と中央ポイントが同じロード バランス

スレッド（LBT）およびパケットオーダリング スレッド（POT）インフラストラクチャを共有

します。 詳細については、7ページの「「SRX シリーズ サービス ゲートウェイの中央ポイ

ントのアーキテクチャについて」」を参照してください。

• ルーティング エンジン（RE） — ルーティング エンジンは、制御プレーンを実行し、制御プ

レーン プロセッサ（CPP）を管理します。

ユニキャスト セッションのデータ パスについて

SRX3400 および SRX3600 サービス ゲートウェイ用の Junos OS は、分散並列処理を特徴とし

た高スループットかつ高パフォーマンスなシステムです。 このトピックでは、デバイスを通過

するフローに属するパケットのセッションを確立する処理について説明します。

フローのパケットにサービスが適用されるポイントなど、セッションの確立とパケット「ウォー

ク」について説明するため、以下の例では、簡単なユニキャスト セッションを例として取り上

げます。 このパケット「ウォーク」では、Junos OS がパケットに対して実行するパケットベー

スの処理とフローベースの処理が組み合わされます。

セッションのルックアップとパケット一致基準

パケットが既存のフローに属するかどうかを特定するため、デバイスは、以下の 6 つの基準に

基づいて、パケットの情報と既存のセッション情報の照合を行います。

• ソース アドレス

• 宛先アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• 特定のゾーンおよび仮想ルーターからの一意のトークン

セッション作成について: 最初のパケットの処理

このトピックでは、フローを構成するパケットを処理するためにセッションが設定される仕組

みについて説明します。 処理を説明するため、このトピックではソース「a」および宛先「b」

を使用した例を取り上げます。 フローのパケットのソースから宛先への方向は、（a -> b）と

いう形式で示します。 また、宛先からソースへの方向は、（b -> a）という形式で示します。

1. パケットがデバイスのインターフェースに到着し、IOC が処理します。

IOC がキューからパケットを削除し、IOC が通信を行う NPU にそのパケットを送信します。

2. NPU が IOC からパケットを受信し、そのパケットを処理します。

• NPU が、パケットに対して基本的なサニティ チェックを実行し、インターフェースに対

して構成されている一部のスクリーニングをパケットに適用します。
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• セッションの一致が見つかった場合、そのセッションは、セッションに割り当てられた

SPU ですでに作成されています。そのため、NPU は、処理を目的としてパケットとセッ

ション ID を SPU に転送します

例: パケット（a ->b）が、IOC1 から NPU1 に到着します。 NPU1 はサニティ チェックを

実行し、そのパケットに DoS スクリーニングを適用します。 NPU1 は、タプルの一致につ

いてセッション テーブルをチェックします。ここでは、既存のセッションが見つかりませ

んでした。 NPU1 は、SPU に割り当てるために、SPU1 上の中央ポイントにパケットを転送

します。

3. 中央ポイントが、「保留中」の状態のセッションを作成します。

中央ポイントは、グローバル セッション テーブルを保持します。このテーブルには、デバ

イスのすべての SPU にわたって存在するすべてのセッションのエントリが格納されていま

す。 中央ポイントはセッション作成に参加し、セッション リソースの割り当てを委任およ

び調停します。

この処理は、以下の各動作を伴います。

a. 中央ポイントはセッション テーブルとゲート テーブルをチェックし、NPU から受信し

たパケットに対してセッションまたはゲートが存在するかどうかを判断します （パケッ

トのセッションがないことがテーブルによって示されているため、NPU は中央ポイント

にパケットを転送しました。 中央ポイントは、セッションの SPU を割り当てる前に、

この情報を確認します）。

b. どちらのテーブルにもパケットと一致するエントリがない場合、中央ポイントはセッショ

ンに対して保留中のウィングを作成し、ロードバランス アルゴリズムに基づいて、セッ

ションで使用する SPU を選択します。

c. 中央ポイントは、パケット フローで使用するセッションをローカルに設定するように指

示するメッセージにより、フローの最初のパケットを選択した SPU に転送します。

例: 中央ポイントは、そのセッションの保留中のウィング（a ->b）を作成します。 ま

た、そのセッションで使用する SPU1 を選択します。 そして、（a->b）パケットととも

に、そのパケットのセッションを作成するためのメッセージを SPU1 に送信します。 こ

れは、SPU1 が、コンボ モードで動作する SPU ということになります。 そのため、セッ

ション管理サービスとフロー処理サービスが、セッションで使用されます。

4. SPU が、セッションを設定します。

各 SPU にもセッション テーブルがあり、そのセッションに関する情報が格納されていま

す。 SPU は、セッションを設定するためのメッセージを中央ポイントから受信すると、セッ

ション テーブルをチェックして、そのパケットのセッションが存在していないことを確認

します。

a. パケットに既存のセッションがない場合は、SPU がローカルにセッションを設定します。

b. SPU は、セッションを設置するように指示するメッセージを中央ポイントに送信します。

NAT が有効になっている場合、最初のパケットの処理中に、SPU が NAT の IP アドレス リ

ソースを割り当てます。 この場合、NAT の割り当て処理が完了するまで、セッションの最

初のパケットの処理が中断されます。

セッションが設置されるまで、SPU は、受信する可能性があるフローの追加パケットをキュー

に追加します。
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例: SPU1 は、（a ->b）のセッションを作成し、保留中のセッションを設置するように指示

するメッセージを中央ポイント（同じ SPU 上に実装）に返信します。

5. 中央ポイントが、セッションを設置します。

• セッションの保留中のウィングの状態をアクティブに設定します。

• セッションの逆方向のウィングをアクティブなウィングとして設置します。

• セッションが設置されていることを示す ACK（肯定応答）メッセージを SPU に送信しま

す。

例: 中央ポイントは、（a->b）のセッションを設置するように指示するメッセージを SPU1

から受信します。 また、（a->b）ウィングのセッション状態をアクティブに設定します。

そして、セッションの逆方向のウィング（b->a）を設置して、その状態をアクティブに設定

します。これにより、宛先（b）からソース（a）に向かう、フローの逆方向からのパケット

の提供が可能になります。

6. SPU が、イングレス NPU およびエグレス NPU を設定します。

NPU は、パケットの転送と提供を目的としたセッションの情報を保持します。 セッション

情報は、エグレス NPU およびイングレス NPU（同じ場合もあります）に対して設定されま

す。これは、フローを管理する SPU にパケットを直接送信できるようにするためであり、

転送を目的とした中央ポイントに送信するためではありません。

7. ファストパスの処理が発生します。

パケット処理に伴う残りの手順については、「ファストパスの処理について」の手順 1 に

進んでください。

ファストパスの処理について

すべてのパケットは、ファストパスの処理を受けます。 ただし、パケットに対してセッション

が存在する場合、パケットはファストパスの処理を受け、最初のパケットの処理をバイパスし

ます。 パケットのフローに対してすでにセッションが存在する場合、そのパケットは中央ポイ

ントを通過しません。

ファストパスの処理は、次のように機能します。エグレスおよびイングレス インターフェース

は、セッション テーブルを備えています。このテーブルには、パケットのフローを管理する

SPU の ID が格納されています。 NPU はこのセッション情報を保持しているため、逆方向のト

ラフィックを含めたフローのすべてのトラフィックは、処理を行うために SPU に直接送信され

ます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Understanding Data Path Debugging for SRX Series Devices

• 3ページのJuniper Networks デバイスの処理の概要

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について
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サービスの負荷軽減の概要

サービスの負荷軽減は、サービス処理ユニット（SPU）の代わりに、ネットワーク プロセッサ

のファストパス パケットを処理するメカニズムです。 この方法により、ネットワーク プロ

セッサから SPU にパケットを転送して処理を行い、送信を目的として I/O カード（IOC）に返

信するときに発生する、長時間のパケット処理レイテンシが低減されます。

サービスの負荷軽減により、パケット処理レイテンシは大幅に（500 ～ 600 パーセント）低減

されます。

最初のパケットがインターフェースに到着すると、ネットワーク プロセッサがそのパケットを

SPU に転送します。 SPU が、そのトラフィックでサービスの負荷軽減が可能であることを確認

すると、ネットワーク プロセッサでサービスの負荷軽減セッションが作成されます。 トラ

フィックでのサービスの負荷軽減が可能でない場合、通常のセッションがネットワーク プロ

セッサで作成されます。 サービスの負荷軽減セッションが作成されると、後続のファストパス

パケットは、ネットワーク プロセッサ自身で処理されます。

注: 通常のセッションでは、ネットワーク プロセッサから SPU にパケットが転送

され、ファストパスの処理が行われますが、サービスの負荷軽減セッションでは、

ネットワーク プロセッサでファストパス パケットの処理が行われ、ネットワーク

プロセッサ自身からパケットが出力されます。

ネットワーク プロセッサでサービスの負荷軽減セッションが作成されると、後続のパケット

は、そのセッションと照合されます。 次に、TCP シーケンス チェック、生存時間（TTL）処

理、ネットワーク アドレス変換（NAT）、およびレイヤー 2 ヘッダー変換などのセッション情

報に基づき、ネットワーク プロセッサがパケットを処理および転送します。

ネットワーク プロセッサは、以下の場合にパケットを SPU に転送します。

• 最初のパケットがインターフェースに到着すると、ネットワーク プロセッサがそのパケット

を中央ポイント（CP）に転送します。 次に、CP が SPU にパケットを転送します。 その後、

SPU がネットワーク プロセッサ上でセッションを作成します。

• ネットワーク プロセッサ セッションが存在しない場合でも、SPU セッションが存在する場

合は、ネットワーク プロセッサが CP にパケットを転送し、そのパケットを SPU に転送し

ます。 その後、SPU がネットワーク プロセッサ上でセッションを作成します。

• ネットワーク プロセッサ上でパケットが通常セッションと一致した場合、そのパケットは

SPU に転送されます。

注: Junos オペレーティング システム（Junos OS）リリース 11.4 でサービスの負

荷軽減がサポートされているのは、SRX1400 サービス ゲートウェイと、SRX3000 お

よび SRX5000 の製品ラインのみです。

サービスの負荷軽減処理には、一定の制限があります。 詳細については、最新の 「Junos OS

Release Notes Limitations」 セクションを参照してください。
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注: サービスの負荷軽減は、ライセンスされているソフトウェア機能です。 Juniper

Networks から提供されているサービスの負荷軽減のライセンス キーをダウンロー

ドしてインストールし、この機能をデバイス上で有効にする必要があります。 サー

ビスの負荷軽減のライセンスは、シャーシ全体に対して 1 ライセンスで十分です。

ライセンスの詳細については、『Junos OS Initial Configuration Guide for Security

Devices』を参照してください。

サービスの負荷軽減のライセンスをインストールする前に、chassis fpc pic

services-offload-mode 構成ステートメントを使用してサービスの負荷軽減を構成し

ようとすると、以下のエラー メッセージが表示されます。

user@host>show configuration chassis

fpc 9 {

pic 0 {

##

## Warning: requires 'services-offload' license

##

services-offload;

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 49ページの例: ポリシーでのサービスの負荷軽減の有効化

例: ポリシーでのサービスの負荷軽減の有効化

この例では、ポリシーでサービスの負荷軽減を有効にする方法を示します。

• 要件 49ページ

• 概要 49ページ

• 構成 49ページ

• 確認 50ページ

要件

始める前に、48ページの「「サービスの負荷軽減の概要」」を参照してください。

概要

この例では、セキュリティ ポリシーでサービスの負荷軽減を有効にし、トラフィックでサービ

スの負荷軽減が可能かどうかを指定します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy services-offload-pol1 match

source-address 1.1.1.0
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set security policies from-zone untrust to-zone trust policy services-offload-pol1 match

destination-address 2.2.2.0

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy services-offload-pol1 match

application junos-http

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy services-offload-pol1 then

permit services-offload

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

サービスの負荷軽減をポリシーで構成するには、以下の手順に従います。

1. HTTP 静的ポートに向かうトラフィックを処理するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust policy services-offload-pol1]

user@host# set match source-address 1.1.1.0

user@host# set match destination-address 2.2.2.0

user@host# set match application junos-http

2. セキュリティ ポリシーで、サービスの負荷軽減を有効にします。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust policy services-offload-pol1]

user@host# set then permit services-offload

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy services-offload-pol1 {

match {

source-address 1.1.1.0;

destination-address 2.2.2.0;

application junos-http;

}

then {

permit {

services-offload;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ポリシーでのサービスの負荷軽減の確認 50ページ

ポリシーでのサービスの負荷軽減の確認

目的 サービスの負荷軽減が有効であることを確認します。
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アクション 動作モードで、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 48ページのサービスの負荷軽減の概要

SRX210 サービス ゲートウェイの処理の概要

このトピックでは、デバイスを通過するフローに属するパケットのセッションを SRX210 サー

ビス ゲートウェイが実行する処理について説明します。 SRX210 デバイスのフロー サービス

は、シングルスレッドであり分散されていません。 この点で他の SRX シリーズ デバイスとは

異なりますが、同じフロー モデルが適用され、同じコマンド ライン インターフェース（CLI）

が実装されています。

フローのパケットにサービスが適用されるポイントなど、セッションの確立とパケット「ウォー

ク」について説明するため、以下のセクションで説明する例では、簡単なユニキャスト セッ

ションを例として取り上げます。

• フロー処理とセッション管理について 51ページ

• 最初のパケットの処理について 51ページ

• セッション作成について 52ページ

• ファストパスの処理について 52ページ

フロー処理とセッション管理について

このトピックでは、フローを構成するパケットを処理するためにセッションが設定される仕組

みについて説明します。 以下のトピックでは、SPU とは SRX210 サービス ゲートウェイのデー

タ プレーン スレッドを指します。

最初に、データ プレーン スレッドがパケットをフェッチし、そのパケットに対する基本的な

サニティ チェックを実行します。 次に、ステートレス フィルタおよび CoS クラシファイア

に対してそのパケットを処理し、一部のスクリーニングを適用します。

最初のパケットの処理について

パケットが既存のフローに属するかどうかを特定するため、デバイスは、以下の 6 つの基準に

基づいて、パケットの情報と既存のセッション情報の照合を行います。

• ソース アドレス

• 宛先アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• 特定のゾーンおよび仮想ルーターからの一意のトークン

SPU はセッション テーブルをチェックし、パケットの既存のセッションが存在するかどうか確

認します 既存のセッションが見つからない場合、SPU はフローのセッションを設定します。
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セッションの一致が見つかった場合、セッションはすでに作成されているため、SPU はパケッ

トに対してファストパスの処理を実行します。

セッション作成について

セッションの設定時に、SPU はパケットに対して以下のサービスを実行します。

• スクリーニング

• ルート ルックアップ

• ポリシー ルックアップ

• サービス ルックアップ

• NAT（必要な場合）

セッションが設定されると、フローに属しているすべてのパケットに対して使用されます。 フ

ローのパケットは、そのセッションのパラメータに従って処理されます。 パケット処理に伴う

残りの手順については、「ファストパスの処理」の手順 1 に進んでください。 すべてのパケッ

トは、ファストパスの処理を受けます。

ファストパスの処理について

パケットがセッションと一致する場合、Junos OS は、以下の手順に示されているファストパス

の処理を実行します。 また、フローの最初のパケットに対してセッションが設定された後も、

ファストパスの処理が実行されます。 すべてのパケットは、ファストパスの処理を受けます。

1. SPU が、フローベースのセキュリティ機能をパケットに適用します。

• 構成済みのスクリーニングが適用されます。

• TCP チェックが実行されます。

• 必要に応じて、NAT、ALG、IPsec などのフロー サービスが適用されます。

2. SPU が、転送や送信を実行するためにパケットを準備します。

• ルーティング パケット フィルタが適用されます。

• トラフィック シェーピングが適用されます。

• トラフィックの優先度が適用されます。

• トラフィックのスケジューリングが適用されます。

• パケットが送信されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Understanding Data Path Debugging for SRX Series Devices

• 3ページのJuniper Networks デバイスの処理の概要

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの特性について
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J シリーズ サービス ルーターのステートフルおよびステートレス データ処理について

J シリーズ サービス ルーター用の Junos OS には、Juniper Networks オペレーティング シ

ステムが提供する国際的レベルのセキュリティ機能とルーティング機能が統合されています。

Junos OS を実行しているサービス ルーターに出入りするトラフィックは、セキュリティ ポリ

シーやパケット フィルタ、スクリーニングなど、構成した機能に従って処理されます。 たと

えば、ソフトウェアによって以下の処理を決定できます。

• パケットがルーターに入ることを許可するかどうか

• どのサービス クラス（CoS）をパケットに適用するか（該当する場合）

• どのファイアウォールが、パケットに適用するスクリーニングを実行するか

• IPsec トンネルを経由してパケットを送信するかどうか

• パケットがアプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）を必要とするかどうか

• ネットワーク アドレス変換（NAT）を適用してパケットのアドレス変換するかどうか

• 宛先に到達するためにパケットが使用するルート

Junos OS を実行しているデバイスに出入りするパケットには、パケットベースの処理とフロー

ベースの処理の両方が実行されます。 デバイスは、パケットを常に個別に処理します。 パケッ

トの扱われ方は、パケット ストリームの最初のパケットに対して確立された特性によって異な

ります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 53ページのJ シリーズ サービス ルーターのセッションの特性について

• 60ページのJ シリーズ サービス ルーターのデータ パスについて

• 211ページのポリシー統計データの監視

• 265ページのALG の概要

• 1543ページのNAT の概要

J シリーズ サービス ルーターのセッションの特性

• J シリーズ サービス ルーターのセッションの特性について 53ページ

• 例: J シリーズ サービス ルーターのセッション終了の制御 54ページ

• 例: J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックの無効化 57ページ

• 例: J シリーズ サービス ルーターのエンドツーエンド TCP 通信への対応 58ページ

J シリーズ サービス ルーターのセッションの特性について

セッションは、情報を保存し、フローのリソースを割り当てる目的でルーティングなどの分類

情報に基づいて作成されます。 セッションには特性があり、終了する時期など、その一部は変

更が可能です。 たとえば、テーブルに大量にデータを送り込む攻撃者から保護するため、セッ

53Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第2章: フローベースの処理

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


ション テーブル全体が決していっぱいにならないように確保するとします。このような攻撃を

受けると、正当なユーザーによるセッションの開始が阻害されてしまうためです。

プロトコルおよびサービスに応じて、セッションにはタイムアウト値がプログラムされていま

す。 たとえば、TCP のデフォルトのタイムアウトは 1800 秒です。 また、UDP のタイムアウ

トは 60 秒です。 フローが終了すると無効としてマークされ、タイムアウトが 10 秒に削減さ

れます。

サービスがタイムアウトになる前にセッションを使用するトラフィックが存在しなかった場合

はセッションがエージアウトされ、再利用を目的として共通のリソース プールに解放されま

す。 セッション期間には、以下の方法で影響を与えることができます。

• 以下のいずれかの方法を使用して、セッションを終了する状況を指定できます。

• タイムアウト値に基づいて、無効なセッションをアグレッシブにエージアウトする

• セッション テーブルをいっぱいにする方法に基づいてセッションをエージアウトする

• TCP セッションをエージアウトする明示的なタイムアウトを設定する

• TCP RST（リセット）メッセージを受信した場合は、TCP セッションを無効化するように構

成する

• 以下のように操作することで、他のシステムに対応するようにセッションを構成できます。

• TCP パケットのセキュリティ チェックを無効化する

• エンドツーエンドの通信に対応する

以下の各トピックでは、セッションの特性を変更する方法について説明しています。 詳細につ

いては、 『Junos OS CLI Reference』を参照してくださいのような統合インターフェースに対

してサポートされていません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 11ページのJ シリーズ サービス ルーターのステートフルおよびステートレス データ処理に

ついて

• 54ページの例: J シリーズ サービス ルーターのセッション終了の制御

• 57ページの例: J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックの無

効化

• 58ページの例: J シリーズ サービス ルーターのエンドツーエンド TCP 通信への対応

例: J シリーズ サービス ルーターのセッション終了の制御

この例では、セッション テーブルのタイムアウト値またはセッション数に基づいてセッション

を終了する方法を示します。

• 要件 55ページ

• 概要 55ページ

• 構成 55ページ

• 確認 56ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

• セキュリティ ゾーンを構成します。 147ページの「「セキュリティ ゾーンとインターフェー

スの概要」」を参照してください。

• セキュリティ ポリシーを設定します。 194ページの「「セキュリティ ポリシーの構成の概

要」」を参照してください。

概要

Junos OS では、一定の状況が発生すると、通常どおりセッションが終了します。たとえば、TCP

FINish Close または RST（リセット）メッセージを受信した後、UDP に対する ICMP エラーが

発生した場合、およびサービス タイムアウトの前に一致するトラフィックを受信しなかった場

合などです。 セッションが終了すると、そのリソースは、他のセッションが使用するために解

放されます。

セッションが終了する時期を制御するには、一定期間の経過後、セッション テーブルのセッ

ション数が指定された割合に到達した場合、またはその両方が発生した場合にセッションをエー

ジアウトするようにルーターを構成します。 セッション テーブルのセッション数がこの割合

に到達すると、ルーターはセッションのエージングをアグレッシブに開始します。 セッション

テーブルのセッション数が低水準値に到達すると、ルーターはセッションのアグレッシブなエー

ジングを停止します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security flow aging early-ageout 2

set security flow aging high-watermark 90 low-watermark 50

set security flow tcp-session tcp-initial-timeout 280

set security flow tcp-session rst-invalidate-session

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

タイムアウト値またはセッション テーブルのセッション数に基づいてセッションを終了するに

は、以下の手順に従います。

1. セッション無効化後の秒数を指定します。

[edit security flow]

user@host# set aging early-ageout 2

2. セッションの割合を指定します。

[edit security flow]

user@host# set aging high-watermark 90 low-watermark 50
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3. 3 方向ハンドシェイクの間に TCP セッション タイムアウトを変化させる明示的なタイム

アウト値を構成します。

[edit security flow]

user@host# set tcp-session tcp-initial-timeout 280

4. 無効化される TCP RST メッセージを受信するセッションを構成します。

[edit security flow]

user@host# set tcp-session rst-invalidate-session

結果 構成モードで、show security flow コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security flow

aging {

early-ageout 2;

low-watermark 50;

high-watermark 90;

}

tcp-session {

rst-invalidate-session;

tcp-initial-timeout 280;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ログを使用したトラブルシューティング 56ページ

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して問題を特定します。

アクション 動作モードで show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 53ページのJ シリーズ サービス ルーターのセッションの特性について

• 58ページの例: J シリーズ サービス ルーターのエンドツーエンド TCP 通信への対応

• 57ページの例: J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックの無

効化
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例: J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックの無効化

この例では、すべての TCP セッションで、TCP SYN チェックおよび TCP シーケンス チェック

を無効化する方法を示します。

• 要件 57ページ

• 概要 57ページ

• 構成 57ページ

• 確認 57ページ

要件

始める前に、TCP パケットおよびセキュリティ チェックを確認します。 『Junos OS Feature

Support Reference for SRX Series and J Series Devices』を参照してください。

概要

Junos OS には、TCP パケットに対するセキュリティ チェックを無効化し、TCP 実装に問題が

あるホストやルーターとの相互運用性を確保するメカニズムが用意されています。

構成

ステップごとの手順 すべての TCP セッションで TCP SYN チェックおよび TCP シーケンス チェックを無効にする

には、以下の手順に従います。

1. すべての TCP セッションで TCP SYN チェックを無効にします。

[edit security flow]

user@host# set tcp-session no-syn-check

2. すべての TCP セッションで TCP シーケンス チェックを無効にします。

[edit security flow]

user@host# set tcp-session no-sequence-check

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security flow コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 53ページのJ シリーズ サービス ルーターのセッションの特性について

• 54ページの例: J シリーズ サービス ルーターのセッション終了の制御

• 58ページの例: J シリーズ サービス ルーターのエンドツーエンド TCP 通信への対応
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例: J シリーズ サービス ルーターのエンドツーエンド TCP 通信への対応

この例では、GRE および IPsec トンネル経由で送信または受信される TCP パケットの最大セ

グメント サイズ（MSS）を変更する方法を示します。

• 要件 58ページ

• 概要 58ページ

• 構成 58ページ

• 確認 59ページ

要件

始める前に、TCP パケットおよびセキュリティ チェックを確認します。 『Junos OS Feature

Support Reference for SRX Series and J Series Devices』を参照してください。

概要

GRE または IPsec トンネリングのカプセル化により、顧客ネットワークでのエンドツーエンド

の TCP 通信は、1500 バイトに迫る大きなパケットに対して機能しない場合があります。 その

ため、他のシステムおよびセグメント サイズに対応するようにセッションを構成することがで

きます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1400

set security flow tcp-mss gre-in mss 1364

set security flow tcp-mss gre-out mss 1364

set security flow tcp-mss all-tcp mss 1400

set security flow allow-dns-reply

set security flow route-change-timeout 62

set security flow syn-flood-protection-mode syn-proxy

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

GRE および IPsec トンネル経由で送信または受信されるように TCP パケットの MSS を変更す

るには、以下の手順に従います。

1. トンネル セッションを設定します。

[edit security flow]

user@host# set tcp-mss ipsec-vpn mss 1400

user@host# set tcp-mss gre-in mss 1364

user@host# set tcp-mss gre-out mss 1364
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2. すべての TCP セッションについて、TCP MSS を構成します。

[edit security flow]

user@host# set tcp-mss all-tcp mss 1400

3. 一致しない入力 DNS 応答パケットを許可します。

[edit security flow]

user@host# set allow-dns-reply

4. 存在しないルートへのルート変更に対するタイムアウト値を設定します。

[edit security flow]

user@host# set route-change-timeout 62

5. TCP SYN フラッド保護モードを有効にします。

[edit security flow]

user@host# set syn-flood-protection-mode syn-proxy

結果 構成モードで、show security flow コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security flow

allow-dns-reply;

route-change-timeout 62;

syn-flood-protection-mode syn-proxy;

tcp-mss {

all-tcp {

mss 1400;

}

ipsec-vpn {

mss 1400;

}

gre-in {

mss 1364;

}

gre-out {

mss 1364;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ログを使用したトラブルシューティング 59ページ

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して問題を特定します。
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アクション 動作モードで show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 57ページの例: J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックの無

効化

• 54ページの例: J シリーズ サービス ルーターのセッション終了の制御

• 53ページのJ シリーズ サービス ルーターのセッションの特性について

J シリーズ サービス ルーターのデータ パスについて

60ページの図6 は、データ パケットがサービス ルーターを通過するときのパスを示したもの

です。 60ページの図6 のフロー モジュールが、ソフトウェアの Junos オペレーティング シ

ステム（Junos OS）アーキテクチャの中でどのように該当するのかについては、11ページの

「「J シリーズ サービス ルーターのステートフルおよびステートレス データ処理について」」

を参照してください。

図 6: サービス ルーターのフロー モジュールを通過するデータ パケット

パケットがルーターを通過する場合は、以下のパスをたどります。 このパケット ウォークで

は、Junos OS がパケットに対して実行するパケットベースの処理とフローベースの処理が組み

合わされます。

• 転送処理について 61ページ

• セッションベースの処理について 61ページ

• 転送機能について 63ページ
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転送処理について

Junos OS は、以下のように転送処理を実行します。

1. パケットがシステムに入り、パケット単位で処理されます。

2. システムが、ステートレス ポリシング フィルタとサービス クラス（CoS）の分類をパケッ

トに適用します。

詳細については、『Junos OS Routing Protocols and Policies Configuration Guide for

Security Devices』、『Junos OS Class of Service Configuration Guide for Security

Devices』、および『Junos OS CLI Reference』を参照してください。

セッションベースの処理について

転送処理の後、Junos OS はセッション ルックアップを実行し、パケットに対して最初のパケッ

トの処理またはファストパスの処理のいずれかを実行します。

セッション ルックアップ

パケットがドロップされていない場合、Junos OS はセッション ルックアップを実行して、そ

のパケットが既存のセッションに属しているかどうかを判断します。 システムは、以下の 6

つの一致基準を使用してセッション ルックアップを実行します。

• セッション トークン

• ソースおよび宛先の IP アドレス

• ソース ポートおよび宛先ポート

• プロトコル

パケットが既存のセッションと一致しない場合、システムはそのパケットの新しいセッション

を作成します。 この処理は、最初のパケットのパスと呼ばれます （61ページの「最初のパケッ

トのパスの処理」を参照してください）。

パケットがセッションと一致する場合、ファストパスの処理が実行されます （62ページの「ファ

ストパスの処理」を参照してください）。

最初のパケットのパスの処理

パケットが既存のセッションと一致しない場合、Junos OS はそのパケットの新しいセッション

を以下のように作成します。

1. システムは、パケットのルーティングとポリシー ルックアップに基づき、最初のパケット

に対してセッションを作成し、そのパケットがフローの最初のパケットになるようにしま

す。

2. プロトコルおよびサービスが TCP か UDP かに応じて、セッションにはタイムアウト値がプ

ログラムされます。

• TCP の場合、デフォルトのタイムアウトは 1800 秒です。

• UDP の場合、デフォルトのタイムアウトは 60 秒です。
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これらのタイムアウト値を構成することで、アグレッシブの程度を調整できます。 セッショ

ンのタイムアウト値を変更すると、新しい値はその時点で適用されます。 サービスのタイ

ムアウト期間の間、トラフィックがセッションを使用しなかった場合、ルーターはそのセッ

ションをエージアウトして、再利用できるようにメモリを解放します。

3. ファイアウォール スクリーニングが適用されます。

セッションの初期化スクリーニングが適用されます。

4. ルート ルックアップが実行されます。

5. 宛先ゾーンが、以下のように特定されます。

a. システムが、パケットの 入力 ゾーンを、パケットが到着するインターフェースによっ

て特定します。

b. システムが、パケットの 出力 ゾーンを、ルート ルックアップによって特定します。

このとき、パケットに適用するポリシーも特定されます。

6. ポリシー ルックアップが実行されます。

システムは、パケットと定義されているポリシーを照合し、パケットの処理方法を特定しま

す。

7. ネットワーク アドレス変換（NAT）が使用されている場合、システムはアドレスの割り当て

を実行します。

8. システムは、アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）サービスのベクトルを設定

します。

9. システムがセッションを作成して設置します。

フローの最初のパケットに対して行われた判断はフロー テーブルにキャッシュされ、以降

の関連するフローで使用されます。

たとえば、システムはパケットに対して逆方向のルート ルックアップを実行して、非対称

のトラフィックを特定します。 フローの最初のパケットがゾーンのインターフェースに入っ

た場合、そのフローの応答トラフィックは、最初のパケットが入ったときと同じインター

フェースから出ていく必要があります。そうでない場合、そのトラフィックは非対称と見な

され、ドロップされます。

10.ファストパスの処理が、パケットに適用されます。

ファストパスの処理

パケットがセッションと一致する場合、Junos OS は、以下のようにファストパスの処理を実行

します。

1. 構成済みのスクリーニングが適用されます。

2. TCP チェックが実行されます。

3. NAT が適用されます。

4. 転送機能が適用されます。 63ページの「転送機能について」を参照してください。
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転送機能について

パケットがセッションベースの処理を受けると、Junos OS は、そのパケットを以下のように準

備して送信します。

1. ルーティング パケット フィルタが適用されます。

2. トラフィック シェーピングが適用されます。

3. パケットが送信されます。

パケット フィルタおよび CoS トラフィック シェーピングについては、『Junos OS Class of

Service Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 11ページのJ シリーズ サービス ルーターのステートフルおよびステートレス データ処理に

ついて

• 1543ページのNAT の概要

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 265ページのALG の概要

アグレッシブなセッション エージングについて

SRX シリーズ デバイスでは、セッション テーブルのリソースに制限があります。 セッション

テーブルがいっぱいになると、新しいセッションはデバイスによって却下されます。

アグレッシブなセッション エージングのメカニズムでは、セッション テーブルのセッション

数が指定された高水準しきい値を超えるとセッションのタイムアウトが加速されます。 このメ

カニズムにより、セッション テーブルがいっぱいになったときに、SRX シリーズのデバイスが

新しいセッションを却下する可能性が低くなります。

以下のパラメータを構成して、アグレッシブなセッション エージングを実行します。

• high-watermark–デバイスは、セッション テーブルのセッション数が high-watermark しき

い値を超えた場合に、アグレッシブなセッション エージングを実行します。

• low-watermark–デバイスは、セッション テーブルのセッション数が low-watermark しきい

値を下回った場合に、アグレッシブなセッション エージングを終了して、通常の動作に戻り

ます。

• early-ageout –アグレッシブなセッション エージングの間、early-ageout しきい値を下回

るエージアウト時間を持つセッションは、無効としてマークされます。

SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、SPU がセッション

テーブルをチェックし、タイムアウト値が early-ageout 時間値を下回るセッションを特定し

て、それらのセッションを無効としてマークします。 アグレッシブなセッション エージング

を開始または停止する時期になると、中央ポイントが SPU に通知を行います。 中央ポイント

は、現在のフロー セッション合計数のカウントが保持されています。そのため、アグレッシブ

なセッション エージングのチェックは、中央ポイントが実行します。
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関連項目 • early-ageout

• high-watermark

• low-watermark
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第3章

IPV6 に対するフローベースの処理

この章では、SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリーズ セキュア ルーターが、

IP バージョン 6（IPv6）パケットに対するフローベースの処理をどのように取り扱うかについ

て説明します。 これらのデバイスにおける IPv6 フロー処理について容易に理解できるよう

に、この章ではアドレス空間やアドレス指定など、IPv6 の概要を示します。 また、SRX5600

および SRX5800 デバイスのアーキテクチャについても説明し、IPv6 フロー処理を説明するた

めのモデルとして使用します。 フロー処理は、他のデバイスでも同様に動作します。

フローとは、同じ一致条件に合致し、同じ特性を共有する関連パケットのストリームです。

Junos OS では、同じフローに属するパケットは同じ方法で扱われます。

この章には以下のトピックがあります。

• IP バージョン 6（IPv6）について 66ページ

• IPv6 のアドレス空間、アドレス指定、およびアドレスのタイプについて 66ページ

• IPv6 アドレスのタイプと、SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリーズ デバイ

ス用の Junos OS による使用方法について 67ページ

• IPv6 のアドレス形式について 68ページ

• IPv6 のパケット ヘッダーと SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの概要 69ページ

• IPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて 70ページ

• IPv6 パケット ヘッダーの拡張について 72ページ

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスのフロー モジュールによって実行される IPv6 パ

ケット ヘッダーの検証について 73ページ

• IPv6 の高度なフロー 73ページ

• IPv6 デュアルスタック ライトについて 75ページ

• 例: IPv6 デュアルスタック ライトの構成 78ページ

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスによる ICMPv6 パケットの処理方法につい

て 80ページ

• IPv6 パケットのパス MTU メッセージについて 82ページ

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが IPv6 フローのパケットのフラグメント化を処

理する方法について 84ページ

• IPv6 フローのセッションについて 84ページ

• SRX5600 および SRX5800 のアーキテクチャとフロー処理について 85ページ
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• IPv6 トラフィックに対するフローベースの処理の有効化 87ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイの IPv6 セッション情報およびフロー情報を表示する

フィルタの使用 89ページ

• IPv6 NAT 93ページ

• IPv6 ALG 110ページ

IP バージョン 6（IPv6）について

このトピックでは、使用方法や利点など、IP バージョン 6（IPv6）の概要について説明しま

す。

インターネットの普及は拡大の一途をたどっており、新しいユーザーやコンピュータ ネット

ワーク、インターネット対応デバイス、さらにはコラボレーションやコミュニケーションを目

的とした新しいアプリケーションや改善されたアプリケーションに対応するために、IP アドレ

スを提供する必要があります。このような状況から、新しい IP プロトコルの使用を急速に普

及させる動きが促進されています。 堅固なアーキテクチャを持つ IPv6 は、このような現状と

近い将来の需要に応える目的で設計されました。

現在、インターネットやイントラネット、プライベート ネットワークでは IP バージョン 4

（IPv4）が世界中で広く使用されています。 IPv6 は、以下の点で IPv4 の機能と構造に基づ

いて設計されています。

• より効率的なルーティングを実現するため、簡略化および強化されたパケット ヘッダーを提

供する。

• 携帯電話などのモバイル コンピューティング デバイスへの対応を改善する。

• IPsec（元々は IPv6 用に開発されたものです）による、強化された必須のデータ セキュリ

ティを強制する。

• より広範なサービス品質（QoS）のサポートを提供する。

関連項目 66ページのIPv6 のアドレス空間、アドレス指定、およびアドレスのタイプについて•

• 68ページのIPv6 のアドレス形式について

• 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて

• 72ページのIPv6 パケット ヘッダーの拡張について

IPv6 のアドレス空間、アドレス指定、およびアドレスのタイプについて

このトピックでは IP バージョン 6（IPv6）のアドレス指定について説明し、アドレスの 3 つ

のタイプを示します。

アドレス指定は、IP バージョン 4（IPv4）と IPv6 の間で最も異なる部分ですが、変更の大部

分はアドレスの実装方法と使用方法です。 IPv6 は、近い将来に使い果たされる IPv4 のアド

レス空間に比べ、非常に広大なアドレス空間を持っています。 IPv6 では、IP アドレスのサイ

ズが、IPv4 アドレスを構成する 32 ビットから 128 ビットに拡大されています。 アドレス空

間のサイズは、アドレスに付加されたビットごとに 2 倍になります。
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IPv4 は、ネットワーク アドレス変換（NAT）などの技術を使用して拡張されています。この技

術では、プライベート アドレスの範囲を単一のパブリック アドレスと一時的なアドレスの割

り当てで表現できます。 このような技術は有用であるものの、新たに出現したワイヤレス技術

や always-on 環境、インターネットベースのコンシューマ アプリケーションなど、最新のア

プリケーションや環境に対して十分とはいえません。

アドレス空間の増加に加え、IPv6 のアドレスは IPv4 のアドレスと以下の点で異なります。

• アドレスが関連するアプリケーションのタイプを識別するスコープ フィールドが含まれる

• ブロードキャスト アドレスをサポートしない代わりに、マルチキャスト アドレスを使用し

てパケットをブロードキャストする

• エニーキャストと呼ばれる新しいタイプのアドレスを定義する

関連項目 68ページのIPv6 のアドレス形式について•

• 67ページのIPv6 アドレスのタイプと、SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリー

ズ デバイス用の Junos OS による使用方法について

• 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて

• 72ページのIPv6 パケット ヘッダーの拡張について

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 アドレスのタイプと、SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリーズ デバイス
用の Junos OS による使用方法について

このトピックでは、SRX シリーズおよび J シリーズ セキュア ルーター用の Junos OS がサ

ポートする IP バージョン 6（IPv6）アドレスのタイプと、それらがどのように使用されるか

について説明します。

IP バージョン 6（IPv6）には、以下のタイプのアドレスが用意されています。

• ユニキャスト

ユニキャスト アドレスは、パケットの伝送先となる単一のインターフェースの ID を示しま

す。 IPv6 では大部分のインターネット トラフィックがユニキャストとして見なされるた

め、IPv6 アドレス空間の割り当て済みブロックの中で最も多くの部分がユニキャストのアド

レス指定のために使用されます。 ユニキャスト アドレスには、ループバック、マルチキャ

スト、リンクローカル ユニキャスト、および未指定のアドレスを除くすべてのアドレスが含

まれます。

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスでは、フロー モジュールが以下の種類の IPv6 ユ

ニキャスト パケットをサポートしています。

• 仮想ルーターに出入りするトラフィックを含むパススルー ユニキャスト トラフィック。

デバイスは、ルーティング テーブルに従ってパススルー トラフィックを送信します。

• SRX シリーズおよび J シリーズのインターフェースに直接接続されているデバイスに出入

りするホストインバウンド トラフィック。 ホストインバウンド トラフィックの例として

は、ログ、ルーティング プロトコル、管理などのタイプのトラフィックが挙げられます。

フロー モジュールは、ルーティング エンジンに対して、このようなユニキャスト パケッ
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トの送受信を行います。 また、トラフィックはフロー モジュールではなく、ルーティン

グ エンジンに対して定義されたルーティング プロトコルに基づいて、ルーティング エン

ジンが処理します。

フロー モジュールは、ルーティング エンジンで動作するすべてのルーティング プロトコ

ルと管理プロトコルをサポートします。 このような例として、OSPFv3、RIPng、TELNET、

および SSH などが挙げられます。

• マルチキャスト

マルチキャスト アドレスは、通常は別のノードに属するインターフェースの集合の ID を示

します。 このアドレスは、0xFF という値によって識別されます。 IPv6 マルチキャスト ア

ドレスは、アドレスの高位オクテットの値により、ユニキャスト アドレスとは区別されま

す。

デバイスがサポートするのは、ホストインバウンドおよびホストアウトバウンドのマルチキャ

スト トラフィックだけです。 ホストインバウンド トラフィックの例としては、ログ、ルー

ティング プロトコル、管理などのトラフィックが挙げられます。

• エニーキャスト

エニーキャスト アドレスは、通常は別のノードに属するインターフェースの集合の ID を示

します。 エニーキャスト アドレスを持つパケットは、ルーティング プロトコルのルールに

従って、最も近いノードに送信されます。

エニーキャスト アドレスとユニキャスト アドレスは、サブネットルーター アドレスを除い

て違いはありません。 エニーキャスト サブネットルーター アドレスでは、下位ビット（通

常は 64 ビット以上）がゼロになります。 エニーキャスト アドレスは、ユニキャスト アド

レス空間から取得されます。

フロー モジュールは、ユニキャスト パケットと同じ方法でエニーキャスト パケットを取り

扱います。 エニーキャスト パケットがデバイスに向けたものである場合、そのパケットは

ホストインバウンド トラフィックとして取り扱われ、パケットの処理を続行するプロトコル

スタックに送信されます。

関連項目 68ページのIPv6 のアドレス形式について•

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

• 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて

• 72ページのIPv6 パケット ヘッダーの拡張について

IPv6 のアドレス形式について

このトピックでは、圧縮方法など、IP バージョン 6（IPv6）アドレスの形式について説明しま

す。また、いくつかの例も示します。

すべての IPv6 アドレスは 128 ビット長であり、16 ビットずつ 8 つのセクションで記述され

ています。 アドレスは 16 進数で表現されるため、セクションの範囲は 0 ～ FFFF になりま

す。 セクションはコロンで区切り、各セクションの先頭のゼロは省略することができます。

連続する複数のセクションがすべてゼロの場合は、2 つのコロンに縮小することができます。
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• IPv6 アドレスは以下の形式で記述します。各 xxxx は 16 ビットの 16 進数値で、各 x は

4 ビットの 16 進数値です。

xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

• IPv6 アドレスの例は、以下のとおりです。

3FFE:0000:0000:0001:0200:F8FF:FE75:50DF

• 先頭がゼロのフィールドが連続する IPv6 アドレスの場合、各セクションのゼロを省略する

ことができます。 このアプローチを使用した場合、以下のようにアドレスを記述することが

できます。

3FFE:0:0:1:200:F8FF:FE75:50DF

• 連続したセクションのそれぞれにゼロを持つ IPv6 アドレスの場合、16 ビットのゼロのグ

ループを 2 つのコロン（::）に圧縮することができます。ただし、2 つのコロンを区切り文

字として使用できるのは、以下の例のように、1 つの IPv6 アドレスにつき 1 回だけです。

3FFE::1:200:F8FF:FE75:50DF

関連項目 66ページのIPv6 のアドレス空間、アドレス指定、およびアドレスのタイプについて•

• 67ページのIPv6 アドレスのタイプと、SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリー

ズ デバイス用の Junos OS による使用方法について

• 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて

• 72ページのIPv6 パケット ヘッダーの拡張について

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 のパケット ヘッダーと SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの概要

このトピックでは、IP バージョン 6（IPv6）のパケット ヘッダーとその拡張およびオプショ

ンを示します。

すべての IPv6 パケットには、少なくとも 40 バイト（320 ビット）長の基本的なパケット

ヘッダーが含まれています。 また、オプションで拡張ヘッダーを含めることができます。

IPv6 パケットについては、フロー処理が、以下の方法で拡張ヘッダーとトランスポート レイ

ヤー ヘッダーを解析します。

• ソフトウェアが TCP、UDP、ESP、AH、または ICMPv6 のいずれかのヘッダーを検出した場合

は、そのヘッダーを解析し、指定されたプロトコル タイプにパケット ペイロードが対応し

ているものと仮定します。

• ソフトウェアが hop-by-hop（ホップバイホップ）ヘッダー、ルーティングおよび宛先ヘッ

ダー、またはフラグメント ヘッダーを検出した場合は、次の拡張ヘッダーの解析を続行しま

す。

• no-next-header（次のヘッダーなし）拡張ヘッダーを検出した場合は、そのパケットが不明

なプロトコルに属する（プロトコル = 0）と判断します。

• その他の拡張ヘッダーの場合はそのヘッダーを解析し、そのパケットが、拡張ヘッダーで示

されたプロトコルに属するパケットであると判断します。
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関連項目 66ページのIPv6 のアドレス空間、アドレス指定、およびアドレスのタイプについて•

• 68ページのIPv6 のアドレス形式について

• 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて

• 72ページのIPv6 パケット ヘッダーの拡張について

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて

このトピックでは、IP バージョン 6（IPv6）の基本的なパケット ヘッダーのフィールドと、

そのビット長および使用方法を示します。

目的ビット長ヘッダー名

IP バージョン 6 が使用されていることを指定します。 IPv6 のバー

ジョン フィールドには、IPv6 が使用されていることを示す 6 を指定

します。IP バージョン 4 の場合は 4 になります。

4バージョン

ソース ノードまたはルーターは、異なったクラス（またはサービス品

質のプロパティ）の IPv6 パケットを識別できます （このフィールド

は、IPv4 の「サービスのタイプ」フィールドに代わるものです）。

8トラフィック クラス

パケットが所属するフローを示します。 フローの中のパケットは共通

の目的を共有するか、または共通のカテゴリに属しています。ルーター

や宛先ホストなどの外部デバイスにそのように解釈されます。

注: IPv6 のフローベースのパケットの場合、SRX シリーズおよび J

シリーズ デバイス用の Junos OS は、フロー ラベル フィールドを使

用しません。

20フロー ラベル

オクタット単位で、IPv6 パケット ペイロードまたはコンテンツの長

さを指定します。

16ペイロード長
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目的ビット長ヘッダー名

IPv6 ヘッダーの直後にあるヘッダーのインターネット プロトコルの

タイプを示します。 「次のヘッダー」フィールドは、IPv4 の「プロ

トコル」フィールドに代わるものです。 このフィールドはオプション

です。

このプロトコルは、次の 2 つのタイプのいずれかになります。

• IPv6 拡張ヘッダー。 たとえば、デバイスが交換パケットに IP セュ

リティを実行する場合、「次のヘッダー」値はおそらく 50（ESP 拡

張ヘッダー）または 51（AH 拡張ヘッダー）になります。 拡張ヘッ

ダーはオプションです。

• 上位レイヤーのプロトコルデータユニット（PDU）。 たとえば、「次

のヘッダー」値が 6（TCP）、17（UDP）、または 58（ICMPv6）にな

ります。

フロー モジュールは、パケット フローのコンテキスト内で、これら

のヘッダーを連続して処理します。

以下の拡張ヘッダーのいずれかを検出した場合、ソフトウェアはその

ヘッダーを解析し、パケットを対応するプロトコル パケットと見なし

ます。

• インターネット制御メッセージ プロトコル バージョン 6（ICMPv6）

• 伝送制御プロトコル（TCP）

注: デバイスは、サニティ チェックの一部として TCP ヘッダー長を

チェックします。

• UDP

注: デバイスは、サニティ チェックの一部として UDP 長をチェック

します。

• 拡張セキュリティ プロトコル（ESP）または認証ヘッダー（AH）

8次のヘッダー

ホスト デバイスからの送信後、パケットが移動できるホップの最大数

を指定します。 「ホップ制限」値がゼロの場合、デバイスはそのパ

ケットをドロップし、エラーメッセージを生成します （このフィール

ドは、Time to Live IPv4 フィールドと同様に機能します）。

8ホップ制限

IPv6 パケットを生成したホスト デバイスまたはノード上のインター

フェースを示します。

128ソース IP アドレス

IPv6 パケットの送信先となるホスト デバイスまたはノード上のイン

ターフェースを示します。

注: 宛先アドレスは 2 回示される場合があります。最初のインスタン

スはホップ制限の後のソース IP アドレスに続けて示され、2 つ目の

インスタンスは最後の拡張ヘッダーの後に示されます。

128宛先 IP アドレス

関連項目 72ページのIPv6 パケット ヘッダーの拡張について•

• 66ページのIPv6 のアドレス空間、アドレス指定、およびアドレスのタイプについて

• 68ページのIPv6 のアドレス形式について

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

71Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第3章: IPV6 に対するフローベースの処理



IPv6 パケット ヘッダーの拡張について

このトピックでは、IP バージョン 6（IPv6）のパケット ヘッダーの拡張を示します。

IPv6 拡張ヘッダーには、IPv6 パケットの転送または処理の方法を決めるため、ネットワーク

デバイス（ルーター、スイッチ、エンドポイント ホストなど）が使用する補足情報が含まれて

います。 各拡張ヘッダーの長さは、8 オクテットの整数倍です。 これにより、後続の拡張ヘッ

ダーは 8 オクテット構造を使用できます。

拡張ヘッダーに続くヘッダーは、拡張ヘッダーのタイプを示す、「次のヘッダー」値を含んで

います。 拡張ヘッダーは、72ページの表8 に示すように必ず基本 IPv6 ヘッダーに続きます。

注: 宛先 IP アドレスは 2 回示される場合があります。最初はホップバイホップ

ヘッダーの後で、2 つ目は最後の拡張ヘッダーの後です。

表8: IPv6 拡張ヘッダー

目的ヘッダー名

宛先ホストに向かうパス上の各ホップでの配信パラメータを指定します。

注: ホップバイホップ オプションは、IPv6 基本ヘッダーの後にのみ示されます。 使用されている

場合は、最初の拡張ヘッダーでなければなりません。 別の拡張ヘッダーの後に示すことはできませ

ん。

ホップバイホップ オプション

中間宛先デバイスまたは最終宛先ホストのパケット配信パラメータを指定します。 パケットがこの

ヘッダーを使用する場合、前のヘッダーの「次のヘッダー」値は 60 でなければなりません。

宛先オプション

パケットの厳密なソース ルーティングおよび緩やかなソース ルーティングを定義します （厳密な

ソース ルーティングでは、各中間宛先デバイスは 1 ホップの距離になければなりません。 緩やか

なソース ルーティングでは、中間宛先デバイスは 1 ホップ以上離れていてもかまいません）。パ

ケットがこのヘッダーを使用する場合、前のヘッダーの「次のヘッダー」値は 43 でなければなりま

せん。

ルーティング

IPv6 フラグメント化および再アセンブリ サービスを実行する方法を指定します。 パケットがこの

ヘッダーを使用する場合、前のヘッダーの「次のヘッダー」値は 44 でなければなりません。

ソース ノードは、フラグメント拡張ヘッダーを使用して、フラグメント化されたパケットのサイズ

を宛先ノードに通知します。これにより、宛先ノードはパケットを再アセンブルできます。

フラグメント

認証、データの整合性、および再生保護を提供します。 パケットがこのヘッダーを使用する場合、

前のヘッダーの「次のヘッダー」値は 51 でなければなりません。

認証

セキュリティ ペイロードのカプセル化（ESP）パケットに対する、データの機密性、データの認証、

および再生保護を提供します。 パケットがこのヘッダーを使用する場合、前のヘッダーの「次のヘッ

ダー」値は 50 でなければなりません。

セキュリティ ペイロードのカプ

セル化

IPv6 パケットの送信先となるホスト デバイスまたはノード上のインターフェースを示します。

注: 宛先アドレスは 2 回示される場合があります。最初のインスタンスはホップ制限の後のソース

IP アドレスに続けて示され、2 つ目のインスタンスは最後の拡張ヘッダーの後に示されます。

宛先 IP アドレス
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関連項目 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて•

• 66ページのIPv6 のアドレス空間、アドレス指定、およびアドレスのタイプについて

• 68ページのIPv6 のアドレス形式について

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスのフロー モジュールによって実行される IPv6 パケッ
ト ヘッダーの検証について

このトピックでは、SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスのフロー モジュールが実行する

IP バージョン 6（IPv6）パケット ヘッダーの一部の検証について、その概要を示します。

IPv6 パケットの整合性を確保するため、フロー モジュールは以下のサニティ チェックを実行

します。

すべての IPv6 パケットについて、ヘッダーの以下の部分をチェックします。

• TCP 長

• UDP 長

• ホップバイホップ拡張（基本的な IPv6 ヘッダーの後に示され、別の拡張ヘッダーの後に示

されていないことを確認します）

• IP データ長エラー（IP 長 — 拡張ヘッダーの合計長がゼロ未満でないこと）

これらの検証に加え、ソフトウェアはその他の標準的なチェックを実行します。たとえば、

正しい IP バージョンが指定されていることを確認したり、IP アドレスの長さが正しいこと

を確認したりします。

関連項目 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて•

• 72ページのIPv6 パケット ヘッダーの拡張について

• 67ページのIPv6 アドレスのタイプと、SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリー

ズ デバイス用の Junos OS による使用方法について

• 68ページのIPv6 のアドレス形式について

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 の高度なフロー

IPv6 の高度なフローでは、SRX シリーズおよび J シリーズデバイスでのファイアウォール、

NAT、NAT-PT、マルチキャスト（ローカル リンクおよびトランジット）、IPsec、IDP、JSF フ

レームワーク、TCP プロキシおよびセッション管理に対する IPv6 サポートが追加されます。

IPv6 のフローでは、MIB は使用されません。

現行の IPv4 環境への影響を避けるため、IPv6 のセキュリティが使用されます。 IPv6 のセ

キュリティが有効の場合、拡張されたセッションとゲートが割り当てられます。 既存のアドレ

ス フィールドとゲートは、拡張されたセッションまたはゲートのインデックスを格納する目的
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で使用されます。 IPv6 のセキュリティが無効の場合、IPv6 のセキュリティに関連するリソー

スは割り当てられません。

既存の IPv4 システムのパフォーマンスに対する影響を避けるため、IPv6 フローのトラフィッ

クには新しいログが使用されます。

多くの場合、IPv6 の高度なフローの動作と実装は、IPv4 と同じです。

両者の違いの例として、以下のものが挙げられます。

• Header Parse 以下の拡張ヘッダーを検出した場合、IPv6 の高度なフローはヘッダーの解析

を中止し、それぞれに対応するプロトコル パケットとしてパケットを解釈します。

• TCP/UDP

• ESP/AH

• ICMPv6

以下の拡張ヘッダーを検出した場合、IPv6 の高度なフローはヘッダーの解析を続行します。

• ホップバイホップ

• ルーティングおよび宛先、フラグメント

拡張ヘッダー No Next Header を検出した場合、IPv6 の高度なフローは、不明なプロトコル

のパケットとしてパケットを解釈します。

• Sanity Checks IPv6 の高度なフローは、以下のサニティ チェックをサポートしています。

• TCP 長

• UDP 長

• ホップバイホップ

• IP データ長エラー

• レイヤー 3 サニティ チェック（IP バージョンおよび IP 長など）

• ICMPv6 Packets IPv6 の高度なフローでは、以下の例外を除き、ICMPv6 パケットが通常の

IPv6 トラフィックと同じ動作を共有します。

• 埋め込みの ICMPv6 パケット

• パス MTU メッセージ

• Host Inbound and Outbound Traffic IPv6 の高度なフローは、OSPF v3、RIPng、Telnet、お

よび SSH など、ルーティング エンジン（RE）で動作するすべてのルーティング プロトコル

および管理プロトコルをサポートしています。 フローでは、フロー ラベルが使用されてい

ない点に注意してください。

• Tunnel Traffic IPv6 の高度なフローは、以下のトンネル タイプをサポートしています。

• IPv4 IP-IP

• IPv4 GRE
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• IPv4 IPsec

• デュアルスタック ライト（DS-Lite）

• Events and Logs IPv6 に関連するフロー トラフィックについては、以下のログが用意され

ています。

• RT_FLOW_IPVX_SESSION_DENY

• RT_FLOW_IPVX_SESSION_CREATE

• RT_FLOW_IPVX_SESSION_CLOSE

IPv6 におけるセッション、ゲート、IP アクション、マルチスレッドの処理、配信、ロック、

同期、シリアル化、順序付け、パケットのキューイング、非同期メッセージ、IKE トラフィッ

クの問題、サニティ チェック、およびキューの各実装は、IPv4 の実装と同様です。

関連項目 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について•

• 73ページのSRX シリーズおよび J シリーズ デバイスのフロー モジュールによって実行され

る IPv6 パケット ヘッダーの検証について

IPv6 デュアルスタック ライトについて

IPv6 デュアルスタック ライト（DS-Lite）は、インターネット サービス プロバイダが IPv6

ネットワークへの移行を行いながら、同時に IPv4 アドレスの枯渇にも対応できる技術です。

IPv4 アドレスは、枯渇が進んでいます。そのため、ブロードバンドのサービス プロバイダ

（DSL、ケーブル、モバイル）は、新規ユーザーに対応するため、新しいアドレスを必要として

います。 パブリック インターネットを構成するシステムのほとんどは今でも IPv4 だけをサ

ポートしており、多くのユーザーのシステムは IPv6 に完全には対応していないため、IPv6 ア

ドレスの提供だけでは十分に機能しません。

DS-Lite を使用することで、エンドユーザーのソフトウェアを変更することなく、IPv6 アクセ

ス ネットワークに移行することができます。 インターネットにアクセスするデバイスは変化

しないため、ホーム ネットワークに対する障害を最小限に抑えながら、IPv4 ユーザーは引き

続き IPv4 インターネット コンテンツにアクセスすることができます。また、IPv6 ユーザー

は IPv6 コンテンツにアクセスできます。

DS-Lite のアーキテクチャでは、ユーザー ネットワークでは IPv4（またはデュアルスタック）

ホストを維持しながら、プロバイダとユーザーの間では IPv6 のみのリンクを使用します。
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図 7: DS-Lite NAT（IPv4-in-IPv6）

DS-Lite の配備モデルは、以下のコンポーネントで構成されています。

• DS-Lite ホーム ルーターに対応したソフトワイヤ イニシエータ -- IPv4 パケットをカプセ

ル化し、IPv6 トンネル経由で送信します。
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• DS-Lite キャリアグレードのネットワーク アドレス変換（NAT）に対応したソフトワイヤ コ

ンセントレータ – IPv4-in-IPv6 パケットを脱カプセル化し、IPv4-IPv4 NAT 変換も実行し

ます。

ユーザーのデバイスが外部の宛先に IPv4 パケットを送信する場合は、DS-Lite が IPv4 パケッ

トを IPv6 パケットにカプセル化し、プロバイダのネットワークに送信します。 このような

IPv4-in-IPv6 トンネルは、softwiresと呼ばれます。 IPv6 上で IPv4 をトンネリングする処

理は変換よりも簡単であり、パフォーマンスや冗長性に関する懸念が取り除かれます。

ソフトワイヤは、サービス プロバイダ ネットワークに存在するソフトワイヤ コンセントレー

タで終端しており、IPv4 パケットを脱カプセル化して、キャリアグレードのネットワーク ア

ドレス変換（NAT）デバイス経由で送信します。 この場合、元のソース アドレスを隠すため、

パケットがソース NAT 処理を受けます。

加入者のホーム ネットワークのホストから発信された IPv6 パケットは、アクセス ネットワー

ク経由でネイティブに送信されます。

DS-Lite キャリアグレードの NAT は、単一のグローバル IPv4 アドレスを使用して、

IPv4-to-IPv4 アドレスを複数の加入者に変換します。 加入者によって使用される重複したア

ドレス空間は、トンネル エンドポイントの識別によって明確化されます。 1 つのコンセント

レータを複数のソフトワイヤのエンドポイントにすることができます。

エンド ホストから発信された IPv4 パケットは、プライベート（多くの場合は重複する）IP

アドレスを持ちます。 そのため、このようなパケットには NAT を適用する必要があります。

エンド ホストが重複したアドレスを持つ場合は、ネットワーク アドレス ポート変換（NAPT）

が必要です。

NAPT を使用すると、加入者ネットワークのカプセル化元の IPv6 パケットのソース アドレス

が、内部の IPv4 ソース アドレスとポートに追加されます。 各ユーザーの IPv6 アドレスは

一意であるため、IPv4 ソース アドレスを持つ IPv6 ソース アドレスとポートの組み合わせに

より、明確なマッピングが作成されます。

加入者ネットワークの外部から応答 IPv4 パケットを受信すると、システムは以下のアクショ

ンを実行します。

• IPv6 の宛先アドレスとしてマップ済みの IPv6 アドレスを使用して、IPv4 パケットを IPv6

パケットにカプセル化する

• そのパケットをユーザーに転送する

77ページの表9 は、ソフトワイヤ イニシエータおよびソフトワイヤ コンセントレータのデバ

イスごとの最大数を示したものです。

表9: ソフトワイヤ イニシエータおよびソフトワイヤ コンセントレータの容量

SRX5800SRX5600SRX3600SRX3400SRX650説明

100,000100,000100,000100,00050,000デバイスごとに接続される最大ソフトワイ

ヤ イニシエータ数

3232323216デバイスごとの最大ソフトワイヤ コネクタ

数
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注: DS-Lite の最新の IETF ドラフト ドキュメントでは、以下のように新しい用語

が使用されています。

• ソフトワイヤ イニシエータという用語は、B4 に置き換えられました。

• ソフトワイヤ コンセントレータという用語は、AFTR に置き換えられました。

DS-Lite を構成するために使用する CLI ステートメントとの一貫性を保つため、

Junos OS のドキュメントで構成について記述する場合は、一般的に以前の用語が使

用されています。

詳細については、以下のドキュメントを参照してください。

• draft-ietf-softwire-dual-stack-lite-06、 Dual-Stack Lite Broadband Deployments

Following IPv4 Exhaustion、2010 年 8 月

• RFC 2473、 Generic Packet Tunneling in IPv6 Specification、1998 年 12 月

• RFC 2663、 IP Network Address Translator (NAT) Terminology and Considerations、1999

年 8 月

• RFC 4787、 Network Address Translation (NAT) Behavioral Requirements for Unicast

UDP, BCP 127、2007 年 1 月

• RFC 4925、 Softwire Problem Statement、2007 年 7 月

• RFC 5382、 NAT Behavioral Requirements for TCP, BCP 142、2008 年 10 月

• RFC 5508、 NAT Behavioral Requirements for ICMP, BCP 148、2009 年 4 月

• http://www.potaroo.net/tools/ipv4/index.html

• http://www.iana.org/assignments/ipv4-address-space/ipv4-address-space.xhtml

関連項目 78ページの例: IPv6 デュアルスタック ライトの構成•

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

• 80ページのSRX シリーズおよび J シリーズ デバイスによる ICMPv6 パケットの処理方法に

ついて

• 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて

例: IPv6 デュアルスタック ライトの構成

ISP が IPv6 アドレスと IPv6 対応装置を新しい加入者宅に割り当て始めると、デュアルスタッ

ク ライト（DS-Lite）により、IPv6 CE WAN 装置の背後にあるプライベート IPv4 アドレスが

IPv4 ネットワークに到達する手段が提供されます。 DS-Lite では、IPv4 の加入者は、現在の

ハードウェアを使用して引き続きインターネットにアクセスすることができます。この場合、

カスタマ エッジ（加入者側）のソフトワイヤ イニシエータを使用して、ホーム ネットワーク

に対する障害を最小限に抑えながら、IPv4 パケットが IPv6 パケットにカプセル化されます。

また、IPv6 の加入者は IPv6 コンテンツにアクセスできます。 ソフトワイヤ コンセントレー

タは IPv4-in-IPv6 パケットを脱カプセル化し、IPv4-IPv4 NAT 変換も実行します。
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この例では、IPv4-in-IPv6 アドレスに対してソフトワイヤ コンセントレータを構成する方法

を示します。

• 要件 79ページ

• 概要 79ページ

• 構成 79ページ

• 確認 80ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• DS-Lite に関する概要セクションを確認します。 75ページの「「IPv6 デュアルスタック ラ

イトについて」」を参照してください。

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが ICMPv6 パケットを処理する方法を確認します。

80ページの「「SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスによる ICMPv6 パケットの処理方

法について」」を参照してください。

概要

この構成例では、ソフトワイヤ コンセントレータ、ソフトワイヤ名、コンセントレータのアド

レス、およびソフトワイヤのタイプを構成する方法を示します。

注: ソフトワイヤ コンセントレータの IPv6 アドレスは、物理インターフェースで

構成されている IPv6 アドレスまたはループバック インターフェースで構成されて

いる IPv6 アドレスと一致する場合があります。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security softwires softwire-name my_sc1 softwire-concentrator 2001:100::1 softwire-type

IPv4-in-IPv6

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPv4 パケットを IPv6 パケットに変換するように DS-Lite ソフトワイヤ コンセントレータを

構成するには、以下の手順に従います。

1. ソフトワイヤ コンセントレータの名前を割り当てます。

[edit security]

user@host# edit softwires softwire-name my_sc1

2. ソフトワイヤ コンセントレータのアドレスを指定します。

[edit security softwires softwire-name my_sc1]
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user@host# set softwire-concentrator 2001:100::1

3. IPv4 から IPv6 への変換に対応するソフトワイヤのタイプを指定します。

[edit security softwires softwire-name my_sc1 softwire-concentrator 2001:100::1

user@host# set softwire-type IPv4-in-IPv6

結果 構成モードで、show コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っ

ていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit security softwires softwire-name my_sc1]

user@host# show

softwire-concentrator 2001:100::1;

softwire-type ipv4-in-ipv6;

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

動作モードで、show security softwires コマンドを入力します。 ソフトワイヤが接続されてい

ない場合、動作モードの出力は以下の例のようになります。

user@host# show security softwires

Softwire Name SC Address Status Number of SI connected

my-sc1 2001:100::1 Active 0

ソフトワイヤが接続されている場合、動作モードの出力は以下の例のようになります。

user@host# show security softwires

Softwire Name SC Address Status Number of SI connected

my-sc1 2001:100::1 Connected 1

関連項目 75ページのIPv6 デュアルスタック ライトについて•

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

• 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスによる ICMPv6 パケットの処理方法について

このトピックでは、インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）、ICMP メッセージ、

および SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用の Junos OS がこれらを使用する方法について

説明します。

ICMP は、パケット処理エラーを報告するフレームワークを提供します。これは、診断目的や実

装に固有の機能で使用されます。 ICMP エラー メッセージにより、一連のデータ転送中に異常

が発生したことを、あるノードから別のノードに通知できるようになります。 IP バージョン

6（IPv6）が定義されている場合、IP バージョン 4（IPv4）との違いは、新しいバージョンの

ICMP が必要になるほど大きなものです。
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すべての ICMPv6 メッセージの先頭には、IPv6 ヘッダーとゼロまたは IPv6 拡張ヘッダーが付

加されます。 ICMPv6 ヘッダーは、すぐ前に先行する「次のヘッダー」値 58 によって識別さ

れます。 これは、IPv4 の ICMP を識別する値とは異なります。 すべての ICMPv6 エラー メッ

セージは、タイプ固有の 32 ビット データを持ちます。これは、パケットの受け取り側が、埋

め込まれた呼び出しパケットを特定するのに役立ちます。

ほとんどの ICMPv6 パケットは、通常の IPv6 パケットと同じ特性および動作を持ちます。ま

た、Junos OS のフロー モジュールは、通常の IPv6 パケット同じ方法で、ICMPv6 パケットに

対して最初のパスの処理およびファストパスの処理を行います。 81ページの表10 は、フロー

モジュールが通常の ICMPv6 パケットとは異なる方法で処理する ICMPv6 の埋め込みパケット

のタイプを示したものです。

このようなパケットでは、フロー モジュールは、埋め込みの ICMPv6 パケットから作成したタ

プルを使用して、一致するセッションを検索します。 また、インターフェースに対する ICMPv6

Packet Too Big（パケット過大）メッセージを受信しない限り、一致するセッションを検出す

るまでは最大送信単位（MTU）を変更せずにパケットの処理を続行します。 この場合、そのイ

ンターフェースの MTU サイズを変更します。 フロー モジュールが一致するセッションを検出

しなかった場合、または埋め込まれたペイロードから有効な IPv6 ヘッダーを取得できなかっ

た場合は、パケットをドロップします。

注: Packet Too Big メッセージは、フロー モジュールがインターフェースを変更

する原因となる唯一の ICMPv6 パケットです。

表10: Junos OS が他の ICMPv6 パケットとは異なる方法で処理する ICMPv6 パケット

意味メッセージ

送信方法に関する問題によりパケットを配信できない場合は、パケットの

配信に失敗した理由など、問題の原因を伝えることができるフィードバッ

ク メカニズムを備えていると便利です。 IPv6 では、Destination

Unreachable メッセージがこの目的を果たします。

各メッセージには、パケット配信が失敗した原因となった問題の性質を示

すコードが含まれています。 また、配信できなかったパケットの全部ま

たは一部も含まれており、ソース デバイスが問題を解決するのに役立ち

ます。

フロー モジュールが Destination Unreachable ICMP パケット（埋め込

みパケットのヘッダー データが、セッションの 5 タプル データと一致

するもの）を検出すると、ソフトウェアはセッションを終了します。

01-Destination Unreachable（宛先不明）

81Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第3章: IPV6 に対するフローベースの処理



表10: Junos OS が他の ICMPv6 パケットとは異なる方法で処理する ICMPv6 パケット （続き）

意味メッセージ

フロー モジュールは、自身に向かう ICMPv6 Packet Too Big メッセージ

を受信すると、ルーティング エンジンの ICMP プロトコル スタックにパ

ケットを送信し、パス最大送信単位（パス MTU）の検出処理を実施しま

す。

Packet Too Big メッセージがデバイスに関係せず、通過パケットであっ

た場合、デバイスは埋め込まれた 5 タプル データとセッションの照合を

試行します。

• 一致するセッションが存在する場合、デバイスは、そのパケットをソー

ス ノードに配信します。

• 一致するセッションが存在しない場合、デバイスは、そのパケットを

ドロップします。

注: Packet Too Big メッセージは、フロー モジュールがインターフェー

スを変更する原因となる唯一の ICMPv6 パケットです。

02-Packet Too Big（パケット過大）

フロー モジュールは、基本ヘッダーのホップバイホップ フィールドで指

定されたホップ カウントを超過したために配信できないパケットを受信

すると、このメッセージをパケットのソース ノードに送信し、この理由

によってパケットがドロップされたことを通知します。

03-Time Exceeded（時間超過）

デバイスが、パケットの処理を不可能にする IPv6 ヘッダーまたは拡張

ヘッダーのフィールドに関する問題を検出すると、ソフトウェアはそのパ

ケットを破棄して、パケットのソース ノードにこの ICMPv6 メッセージ

を送信し、問題のタイプと場所を示します。

04-Parameter Problem（パラメータの問題）

関連項目 82ページのIPv6 パケットのパス MTU メッセージについて•

• 84ページのSRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが IPv6 フローのパケットのフラグメ

ント化を処理する方法について

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 パケットのパス MTU メッセージについて

このトピックではパス最大送信単位（MTU）について説明し、SRX シリーズおよび J シリーズ

デバイスのフロー モジュールがパス MTU メッセージを処理および使用する方法について説明

します。

すべてのリンクには、リンクが送信できる最も大きなパケットのサイズを指定する MTU サイズ

が設定されています。 MTU サイズを大きくすると、特定のデータ量を送信するために必要なパ

ケット数が少なくなります。 最適なデータ送信パフォーマンスを実現するためには、あるノー

ド（ソース）から別のノード（宛先）に送信される IPv6 データ パケットは、ノード間のパス

を通過できる最も大きなサイズでなければなりません （大きく数が少ないパケットを使用する

ことで、送信パフォーマンスに影響するパケット ヘッダーの処理とルーティングの処理にかか

るコストが抑えられます）。

ただし、ソース ノードから宛先ノードまでのパスをパケットが正常に通過できるようにするた

め、ソース ノード インターフェースの MTU サイズは、ソースから宛先までのパスにあるすべ
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てのノードの最小 MTU サイズを超えてはなりません。 この値は、パス最大送信単位（パス

MTU）と呼ばれます。 パケットがリンクの MTU サイズより大きい場合、リンクによってパケッ

トがドロップされる可能性があります。 IPv6 では、中間ノードはパケットをフラグメント化

できません。

IPv6 では、パケットが通過する可能性があるパスのパス MTU を学習するためにソース ノード

が使用できるパス MTU 検出と呼ばれる標準的なメカニズムが定義されています。 そのパスで

送信されるパケットが、パスに沿ってノードが転送するには大きすぎる場合は、ノードがその

パケットを破棄して、ICMPv6 Packet Too Big メッセージを返します。 その後、ソース ノー

ドは、パケットを破棄して ICMPv6 メッセージを送信したノードの MTU サイズよりも小さくな

るように MTU サイズを調整し、そのパケットを再送信できます。 ソース ノードは、パケット

がパスに従ってすべてのノードを通過するまで、Packet Too Big メッセージを繰り返し受信し

ます。

パス MTU サイズが決定され、適切な MTU サイズが設定されると、発信パケットは、以前に決

められたパス MTU サイズよりも小さなリンク MTU サイズを持つノードがある別のパスに沿っ

てルーティングされる場合があります。 この場合、フロー モジュールは、パス MTU 検出処理

を再度実行します。

フロー モジュールは、そのモジュールに属する宛先アドレスが示された ICMP Packet Too Big

メッセージを受信すると、以下の処理を実行します。

• パケットの埋め込まれた 5 タプル データが、トンネル インターフェースに対応したものか

どうかを特定します （つまり、埋め込まれた 5 タプル データがトンネル セッションと一

致するかどうかを確認します）。一致が検出されると、フロー モジュールはトンネル イン

ターフェースの MTU サイズを更新します。 次に、最初のパケットに続く暗号化されたパケッ

トのフラグメント化後処理を実行します。 その後、フロー モジュールは、ルーティング エ

ンジン（RE）上の ICMPv6 スタックにパケットを配信し、処理を続けます。

• パケットが通過パケットである場合、フロー モジュールは、パケットの埋め込み 5 タプル

データと一致するセッションを検索します。 一致するセッションを検出すると、そこにパ

ケットを配信します。 一致するセッションがない場合は、そのパケットをドロップします。

フロー モジュールがエグレス インターフェースに送信する前にパケットを受信すると、エグ

レス インターフェースの MTU サイズがパケット長よりも大きいかどうかを特定します。

• MTU サイズがパケット長よりも大きい場合は、パケットの処理を続けます。

• MTU サイズがパケット長よりも小さい場合は、そのパケットをドロップして、ソース ノード

に ICMPv6 Packet Too Big メッセージを送信します。

注: シャーシ クラスタが構成され、パス MTU がトンネル インターフェースの MTU

を更新すると、フロー モジュールは、新しい MTU をピア ノードに同期しません。

MTU サイズは、ピア ノード上のより大きなパケットによって再度更新される可能性

がありますが、パケット送信には影響しません。

関連項目 80ページのSRX シリーズおよび J シリーズ デバイスによる ICMPv6 パケットの処理方法に

ついて

•

• 70ページのIPv6 の基本的なパケット ヘッダーについて
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• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが IPv6 フローのパケットのフラグメント化を処理す
る方法について

このトピックでは、IP バージョン 6（IPv6）のパケットのフラグメント化について説明しま

す。

IPv4 インターネット制御メッセージ プロトコル（IPv4 ICMP）では、ソース ノードと宛先ノー

ドの間にあるノードが MTU サイズよりも大きなパケットを受信すると、パケットをフラグメン

ト化して、その結果として発生した小さなパケットを送信することができます。 IPv6 では、

パケットをフラグメント化できるのはソース ノード（パケットを送信したノード）だけです。

また、パス MTU サイズ調整の要件に対応するために行われます。 パケットのパスに沿ったノー

ドは、パケットをフラグメント化して送信することはできません。

関連項目 80ページのSRX シリーズおよび J シリーズ デバイスによる ICMPv6 パケットの処理方法に

ついて

•

• 82ページのIPv6 パケットのパス MTU メッセージについて

• 72ページのIPv6 パケット ヘッダーの拡張について

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 フローのセッションについて

このトピックでは、フローベースのセッションの概要を示します。

ほとんどのパケット処理は、フローのコンテキストで発生します。たとえば、ポリシーやゾー

ン、多くのスクリーニングの管理などです。 セッションは、以下の目的で、フローの最初のパ

ケットに対して作成されます。

• フローのパケットに適用される多くのセキュリティ対策を保存する

• フローの状態に関する情報をキャッシュする たとえば、フローのログ記録とカウンティング

は、セッションにキャッシュされます （ステートフル ファイアウォール スクリーニング

は、個別のセッションに関連するしきい値に依存する場合と、すべてのセッションにわたる

しきい値に依存する場合があります）。

• フローの機能で必要なリソースを割り当てる

• アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）などの機能に対するフレームワークを提供

する

関連項目 85ページのSRX5600 および SRX5800 のアーキテクチャとフロー処理について•

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について
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SRX5600 および SRX5800 のアーキテクチャとフロー処理について

このトピックでは、SRX5600 および SRX5800 デバイスのアーキテクチャについても説明し、IP

バージョン 6（IPv6）の処理を説明するためのモデルとして使用します。 フロー処理は、他の

SRX シリーズおよびデバイスでも同様に動作します。

ハイエンド SRX シリーズ サービス ゲートウェイ デバイスには、I/O カード（IOC）および

サービス処理カード（SPC）が搭載されており、パケットによるデバイスの通過時にそのパケッ

トを処理する処理ユニットが、それぞれに組み込まれています。 各処理ユニットは、それぞれ

異なる役割を持ちます。

• ネットワーク処理ユニット（NPU）は、IOC 上で動作します。 IOC には、1 つまたは複数の

NPU が組み込まれています。 NPU はパケットを個別に処理し、基本的なフロー管理機能を実

行します。

IPv6 パケットが IOC に到着すると、パケット フローの処理が開始します。 NPU は、以下

のアクションを実行します。

• パケットに対して、以下の IPv6 サニティ チェックを実行します。

• IPv6 基本ヘッダーについては、以下のヘッダー チェックを実行します。

• バージョン。 ヘッダーが、バージョンとして IPv6 を示していることを確認します。

• ペイロード長。 ペイロード長をチェックし、IPv6 パケットとレイヤー 2（L2）ヘッ

ダーを組み合わせた長さが、L2 フレーム長よりも大きいことを確認します。

• ホップ制限。 ホップ制限として 0（ゼロ）が指定されていないことをチェックしま

す。

• アドレス チェック。 ソース IP アドレスとして ::0 または FF::00 が指定されてい

ないことと、宛先 IP アドレスとして ::0 または ::1 が指定されていないことを確

認します。

• 以下のような、IPv6 拡張ヘッダーのチェックを実行します。

• ホップバイホップ オプション。 IPV6 基本ヘッダーに続く最初の拡張ヘッダーである

ことを確認します。

• ルーティング拡張。 ルーティング拡張ヘッダーが 1 つしか存在しないことを確認し

ます。

• 宛先オプション。 宛先オプションの拡張ヘッダーが、3 つ以上含まれていないことを

確認します。

• フラグメント。 フラグメント ヘッダーが 1 つしか存在しないことを確認します。

注: 他の拡張ヘッダーは、レイヤー 4（L4）ヘッダーとして取り扱います。

• 以下のような、L4 TCP、UDP、および ICMP6 プロトコル チェックを実行します。
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• UDP。 最初のフラグメント パケットを除く UDP パケットが、8 バイト以上の長さを

持つことを確認します。

• TCP。 最初のフラグメント パケットを除く ICMPv6 パケットが、20 バイト以上の長

さを持つことを確認します。

• ICMPv6。 最初のフラグメント パケットを除く ICMPv6 パケットが、8 バイト以上の

長さを持つことを確認します。

• パケットで TCP または UDP プロトコルが指定されている場合は、以下の情報を使用して、

パケット ヘッダー データからタプルを作成します。

• ソース IP アドレス

• 宛先 IP アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• 仮想ルーター ID（VRID）。 デバイスは、VRID テーブルから VRID を検索します。

• インターネット制御メッセージ プロトコル バージョン 6（ICMPv6）パケットでは、ソー

スおよび宛先ポートの各フィールドを除き、タプルには TCP および UDP 検索キーで使用

されているものと同じ情報が含まれています。 ソースおよび宛先ポートの各フィールド

は、ICMPv6 パケットから抽出された以下の情報で置き換えられます。

• ICMP エラー パケットの場合: パターン「0x00010001」

• ICMP 情報パケットの場合: タイプ、コード、フィールド ID

• 認証ヘッダー（AH）またはセキュリティ ペイロードのカプセル化（ESP）ヘッダーを持つ

パケットの場合、ソースおよび宛先ポートの各フィールドを除き、検索キーは TCP および

UDP タプルで使用されているものと同じ検索キーになります。 この場合、ソースおよび宛

先ポートの代わりに、セキュリティ パラメータ インデックス（SPI）フィールド値が使用

されます。

• パケットのフローに対するセッションが存在する場合、NPU は、セッションを管理する

SPU にパケットを送信します。

• 一致するセッションが存在しない場合、以下の動作が発生します。

• NPU が、中央ポイント（CP）にパケット情報を送信します。これにより、保留中のセッ

ションが作成されます。

• CP が、パケットを処理する SPU を選択し、そのためのセッションを作成します。

• 次に、SPU が、CP とイングレスおよびエグレス NPU にセッション作成メッセージを送

信し、パケット フローに対してセッションを作成するように指示します。

• 中央ポイントは、専用に割り当てられた SPU 上で動作できます。また、SPU が 1 つしか存

在しない場合は、そのリソースを共有することができます。 CP は、リソースの調停と割り
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当てに対処し、インテリジェントな方法でセッションを分散します。 CP は、SPU がフロー

の最初のパケットを処理したときに、特定のセッションで使用する SPU を割り当てます。

• Juniper Networks の SRX5000 製品ラインは、最低でも 2 つの SPU を備えています。

SRX5000 製品ラインのデバイスが SPU を 2 つしか備えていない場合、そのいずれかは、

CP および SPU の両方として動作する組み合わせで機能します（コンボ モード）。

• SRX3000 製品ラインのデバイスでは、CP および SPU は常にコンボ モードで動作します。

• 1 つまたは複数の SPU が、サービス処理カード（SPC）上で動作します。 パケットのすべて

のフローベースのサービスは、パケット フローに対して設定されたセッションのコンテキス

トの範囲内で、単一の SPU 上で実行されます。

SRX5000 製品ライン デバイスの SPC は、2 つの SPU を備えています。 SRX3000 製品ライ

ン デバイスの SPC は、1 つの SPU を備えています。

シャーシには、複数の SPC を設置できます。

SPU は、主に以下のタスクを実行します。

• セッションを管理し、セキュリティ機能などのサービスをパケットに適用します。

• パケットベースのステートレス ファイアウォール フィルタ、クラシファイア、およびト

ラフィック シェーパを適用します。

• パケットに対してセッションが存在しない場合は、パケットのセッションを検索した NPU

に要求メッセージを送信し、そのパケットのセッションを追加するように指示します。

このような、個別の協調して動作するシステムの各部には、パケットのストリームに対してセッ

ションが存在するかどうかの情報や、パケットが一致する情報（パケットが既存のセッション

に属しているかどうかを特定するために使用）などが保存されます。

関連項目 84ページのIPv6 フローのセッションについて•

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 トラフィックに対するフローベースの処理の有効化

デフォルトでは、SRX シリーズまたは J シリーズのデバイスは、IP バージョン 6（IPv6）ト

ラフィックをドロップします。 ゾーン、スクリーニング、およびファイアウォール ポリシー

などのセキュリティ機能による処理を有効にするには、IPv6 トラフィックに対してフローベー

スの転送を有効にする必要があります。

IPv6 トラフィックに対してフローベースの転送を有効にするには、[edit security

forwarding-options family inet6] 階層レベルで mode ステートメントを以下のように変更しま

す。

security {

forwarding-options {

family {

inet6 {

mode flow-based;

}

}

87Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第3章: IPV6 に対するフローベースの処理



}

}

以下の例では、IPv6 トラフィックに対する転送を構成するために使用する CLI コマンドを示

します。

1. set コマンドを使用して、IPv6 の転送オプション モードをフローベースに変更します。

[edit]

user@host# set security forwarding-options family inet6 mode flow-based

2. show コマンドを使用して、構成内容を確認します。

[edit]

user@host# show security forwarding-options

family {

inet6 {

mode flow-based;

}

}

3. 構成をコミットする前に、構成内容に対する変更をチェックします。

[edit]

user@host# commit check

warning: You have enabled/disabled inet6 flow.

You must reboot the system for your change to take effect.

If you have deployed a cluster, be sure to reboot all nodes.

configuration check succeeds

4. 構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

warning: You have enabled/disabled inet6 flow.

You must reboot the system for your change to take effect.

If you have deployed a cluster, be sure to reboot all nodes.

commit complete

5. 適切な時期に、デバイスを再起動します。

注: SRX シリーズ デバイスは、IPv6 タイプ 0 ルーティング ヘッダー（RH0）パ

ケットを破棄します。

88ページの表11 は、転送オプションの構成変更に関するデバイスのステータスをまとめたもの

です。

表11: 構成変更に関するデバイスのステータス

再起動前の新規トラフィッ

クに対する影響

再起動前に既存のトラ

フィックに対する影響

再起動の必

要性

コミット警

告構成変更

ドロップドロップありありドロップからフローベース

パケットベースパケットベースなしなしドロップからパケットベース

フロー セッションが作成さ

れる

なしありありフローベースからパケットベース
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表11: 構成変更に関するデバイスのステータス （続き）

再起動前の新規トラフィッ

クに対する影響

再起動前に既存のトラ

フィックに対する影響

再起動の必

要性

コミット警

告構成変更

フロー セッションが作成さ

れる

なしありありフローベースからドロップ

パケットベースパケットベースありありパケットベースからフローベース

ドロップドロップなしなしパケットベースからドロップ

IPv6 トラフィックを処理するには、トラフィックを受信して転送するトランジット インター

フェースに対する IPv6 アドレスも構成する必要があります。 inet6 プロトコル ファミリー

の関する情報と、インターフェースに対して IPv6 アドレスを構成する手順については、『Junos

OS Interfaces Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について

• 89ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの IPv6 セッション情報およびフロー情報

を表示するフィルタの使用

SRX シリーズ サービス ゲートウェイの IPv6 セッション情報およびフロー情報を表示するフィ
ルタの使用

目的 1 つまたは複数のセッションに関するフロー情報およびセッション情報は、show security flow

session コマンドを使用して表示できます。 IPv6 セッションは、集約された統計情報に含まれ

ています。

show security flow session コマンドで使用できるフィルタは、application、destination-port、

destination-prefix、family、idp、interface、nat、protocol、resource-manager、

session-identifier、source-port、source-prefix、および tunnel です。

注: session-identifier フィルタを除き、他のすべてのフィルタは brief（簡潔）、

summary（サマリー）、および extensive（拡張）の各モードで表示できます。 brief

モードが、デフォルトのモードです。 session-identifier フィルタの出力を表示

できるのは、brief モードだけです。

clear security flow session コマンドで同じフィルタ オプションを使用して、セッションを終

了することができます。

アクション 以下の各例では、IPv6 関連のフィルタを使用して、IPv6 セッションのサマリーおよび詳細を

表示する方法を示します。

family に基づいてフィル

タされたサマリー レポー

ト

root> show security flow session summary family ?
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Possible completions:

inet Show IPv4 sessions

inet6 Show IPv6/IPv6-NATPT sessions

root> show security flow session summary family inet6

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

Valid sessions: 71

Pending sessions: 0

Invalidated sessions: 56

Sessions in other states: 0

Total sessions: 127

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Valid sessions: 91

Pending sessions: 0

Invalidated sessions: 53

Sessions in other states: 0

Total sessions: 144

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Valid sessions: 91

Pending sessions: 0

Invalidated sessions: 54

Sessions in other states: 0

Total sessions: 145
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family に基づいてフィル

タされた詳細レポート

root> show security flow session family ?

Possible completions:

inet Show IPv4 sessions

inet6 Show IPv6/IPv6-NATPT sessions

root> show security flow session family inet6

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

Session ID: 170001887, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 4000::100/9 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/9;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Session ID: 200001865, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 4000::100/10 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/10;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Session ID: 210001865, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 4, Valid

In: 4000::100/11 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/11;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

family に基づいてフィル

タされた簡潔レポート

root> show security flow session family inet brief

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

Session ID: 170067516, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 4, Valid

In: 40.0.0.100/23 --> 40.0.0.1/26637;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/26637 --> 40.0.0.100/23;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Session ID: 200066737, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/21 --> 40.0.0.1/26637;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/26637 --> 40.0.0.100/21;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Session ID: 210066726, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/22 --> 40.0.0.1/26637;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/26637 --> 40.0.0.100/22;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

IPv6 source-prefix に基

づいてフィルタされた詳

細レポート

root> show security flow session source-prefix 4000::100

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

Session ID: 170001907, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 4000::100/69 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/69;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Session ID: 200001885, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 4000::100/70 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104
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Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/70;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Session ID: 210001885, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 4, Valid

In: 4000::100/71 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/71;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

family、protocol、およ

び source-prefix に基づ

root> show security flow session family inet protocol icmp source-prefix 40/8

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

いてフィルタされた詳細

レポート
Session ID: 170029413, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/50 --> 40.0.0.1/1369;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/1369 --> 40.0.0.100/50;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Session ID: 200029073, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/51 --> 40.0.0.1/1369;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/1369 --> 40.0.0.100/51;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Session ID: 210029083, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/52 --> 40.0.0.1/1369;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/1369 --> 40.0.0.100/52;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

IPv6 セッションを含めた

すべてのセッションの消

去

root> clear security flow session all

This command may terminate the current session too.

Continue? [yes,no] (no) yes

0 active sessions cleared

1 active sessions cleared

1 active sessions cleared

1 active sessions cleared

IPv6 セッションのみ消去 root> clear security flow session family ?

Possible completions:

inet Clear IPv4 sessions

inet6 Clear IPv6/IPv6-NATPT sessions

root> clear security flow session family inet6

0 active sessions cleared

1 active sessions cleared

1 active sessions cleared

1 active sessions cleared
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 87ページのIPv6 トラフィックに対するフローベースの処理の有効化

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションのサマリーの表示

• 24ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報およ

びフロー情報の表示

• 25ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報およびフロー情報の表示

• 26ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報

• 30ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの消去

IPv6 NAT

• IPv6 NAT の概要 93ページ

• IPv6 NAT PT の概要 95ページ

• IPv6 NAT-PT 通信の概要 96ページ

• 例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、IPv4 を発信

元とする IPv6 ノードへの接続を構成する 97ページ

• 例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする IPv6 ノー

ドへの接続を構成する 101ページ

• 例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、IPv6 を発信

元とする IPv4 ノードへの接続を構成する 104ページ

• 例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする IPv4 ノー

ドへの接続を構成する 107ページ

IPv6 NAT の概要

IPv6 は、近い将来に使い果たされる IPv4 のアドレス空間に比べ、非常に広大なアドレス空間

を持っています。 IPv4 は、ネットワーク アドレス変換（NAT）などの技術を使用して拡張さ

れています。この技術では、プライベート アドレスの範囲を単一のパブリック アドレスと一

時的なアドレスの割り当てで表現できます。 従来の IPv4 ホストがインターネットへの接続を

維持できるようにする移行メカニズムを提供するため、数多くの技術が開発されています。

IPv6 NAT は、IPv4 および IPv6 でアドレス指定されたネットワーク デバイス間でアドレス変

換を提供します。 また、IPv6 ホストどうしのアドレス変換も提供します。 IPv6 間の NAT

は、IPv4 NAT と同様の方法で、同様の目的のために行われます。

Junos OS の IPv6 NAT では、以下の NAT タイプが提供されます。

• ソース NAT

• 宛先 NAT

• 静的 NAT
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IPv6 NAT でサポートされているソース NAT 変換

ソース NAT とは、Juniper Networks デバイスから送信されるパケットのソース IP アドレス

の変換です。 ソース NAT は、プライベート IP アドレスを持つホストがパブリック ネット

ワークにアクセスできるようにする目的で使用します。

Junos OS の IPv6 NAT は、以下のソース NAT 変換をサポートします。

• ポート アドレス変換を使用しない、ある IPv6 サブネットから別の IPv6 サブネットへの変

換

• IPv4 アドレスから IPv6 プレフィックス + IPv4 アドレスへの変換

• ポート アドレス変換を使用または使用しない、IPv6 ホストから IPv6 ホストへの変換

• ポート アドレス変換を使用または使用しない、IPv6 ホストから IPv4 ホストへの変換

• ポート アドレス変換を使用または使用しない、IPv4 ホストから IPv6 ホストへの変換

IPv6 NAT でサポートされている宛先 NAT マッピング

宛先 NAT とは、Juniper Networks デバイスに着信するパケットの宛先 IP アドレスの変換で

す。 宛先 NAT は、仮想ホスト宛てのトラフィック（元の宛先 IP アドレスによって識別）を

実際のホスト（変換された宛先 IP アドレス）に転送する目的で使用します。

Junos OS の IPv6 NAT は、以下の宛先 NAT 変換をサポートします。

• IPv4 プレフィックスおよび IPv6 プレフィックス間でのプレフィックス変換

• ある IPv6 サブネットから別の IPv6 サブネットへのマッピング

• ある IPv6 サブネットから IPv6 ホストへのマッピング

• ある IPv6 サブネットからある IPv4 サブネットへのマッピング

• ある IPv4 サブネットからある IPv6 サブネットへのマッピング

• ある IPv6 ホスト（およびオプションのポート番号）からある特別な IPv6 ホスト（および

オプションのポート番号）へのマッピング

• ある IPv6 ホスト（およびオプションのポート番号）からある特別な IPv4 ホスト（および

オプションのポート番号）へのマッピング

• ある IPv4 ホスト（およびオプションのポート番号）からある特別な IPv6 ホスト（および

オプションのポート番号）へのマッピング

IPv6 NAT でサポートされている静的 NAT マッピング

静的 NAT では、ある IP サブネットから別の IP サブネットへの 1 対 1 のマッピングを定義

します。 マッピングには、1 方向の宛先 IP アドレスと、その逆方向のソース IP アドレスが

含まれます。 NAT デバイスからは、元の宛先アドレスは仮想ホストの IP アドレスになります

が、マップ先のアドレスは実際のホスト IP アドレスになります。
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Junos OS の IPv6 NAT は、以下の静的 NAT 変換をサポートします。

• ある IPv6 サブネットから別の IPv6 サブネットへの変換

• ある IPv6 ホストから別の IPv6 ホストへの変換

• ある IPv4 アドレス a.b.c.d から IPv6 アドレス Prefix::a.b.c.d への変換

• IPv4 ホストから IPv6 ホストへの変換

• IPv6 ホストから IPv4 ホストへの変換

• ある IPv6 プレフィックスからある IPv4 プレフィックスへのマッピング

• ある IPv4 プレフィックスからある IPv6 プレフィックスへのマッピング

関連項目 95ページのIPv6 NAT PT の概要•

• 96ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 107ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする

IPv4 ノードへの接続を構成する

• 104ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv6 を発信元とする IPv4 ノードへの接続を構成する

• 101ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする

IPv6 ノードへの接続を構成する

• 97ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv4 を発信元とする IPv6 ノードへの接続を構成する

IPv6 NAT PT の概要

IPv6 ネットワーク アドレス変換 - プロトコル変換（NAT-PT）は、IPv4 および IPv6 でアド

レス指定されたネットワーク デバイス間でアドレス割り当てとプロトコル変換を提供します。

変換処理は、ステートレス IP/ICMP 変換（SIIT）方式に基づきますが、各通信の状態とコンテ

キストは、セッションの有効期間の間は保持されます。 IPv6 NAT-PT は、インターネット制御

メッセージ プロトコル（ICMP）、TCP、および UDP の各パケットをサポートしています。

IPv6 NAT-PT は、以下のタイプの NAT-PT をサポートしています。

• 従来の NAT-PT — 従来の NAT-PT では、セッションは一方向であり、IPv6 ネットワークから

のアウトバウンドです。 従来の NAT-PT では、IPv6 ネットワーク内のホストが、IPv4 ネッ

トワークのホストにアクセスできます。 従来の NAT-PT には、基本 NAT-PT と NAPT-PT の

2 種類があります。

基本 NAT-PT では、IPv4 インターフェースにある IPv4 アドレスのブロックは、IPv6 ホス

トが IPv4 ホストに対するセッションを開始したときに、IPv6 ホストとしてアドレスを変換

する目的で確保されています。 基本 NAT-PT では、IPv6 ドメインからアウトバウンドされ

たパケットのソース IP アドレスと関連するフィールド（IP、TCP、UDP、および ICMP ヘッ

ダーのチェックサムなど）を変換します。 インバウンド パケットについては、宛先 IP ア

ドレスとチェックサムを変換します。

ネットワーク アドレス ポート変換およびプロトコル変換（NAPT-PT）は、基本 NAT-PT と組

み合わせることができます。これにより、外部アドレスのプールをポート変換と組み合わせ
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て使用できます。 NAPT-PT では、IPv6 ホストの集合で 1 つの IPv4 アドレスを共有するこ

とができます。 NAPT-PT では、IPv6 ネットワークからアウトバウンドされたパケットのソー

ス IP アドレス、ソース トランスポート ID、および関連するフィールド（IP、TCP、UDP、

および ICMP ヘッダーのチェックサムなど）を変換します。 トランスポート ID は、TCP/UDP

ポートまたは ICMP クエリー ID になります。 インバウンド パケットについては、宛先 IP

アドレス、宛先トランスポート ID、IP およびトランスポート ヘッダーのチェックサムを変

換します。

• 双方向 NAT-PT — 双方向 NAT-PT では、IPv6 ネットワークに加え、IPv4 ネットワークのホ

ストからセッションを開始できます。 IPv6 ネットワークのアドレスは、いずれかの方向で

接続が確立したときに、静的または動的に IPv4 アドレスにバインドされます。 静的な構成

は、静的 NAT 変換に似ています。 IPv4 レルムのホストは、アドレス解決のために DNS を

使用して IPv6 レルムのホストにアクセスします。 名前からアドレスへのマッピングを容易

にするため、DNS ALG を双方向 NAT-PT と組み合わせて導入する必要があります。 厳密に

は、DNS ALG が、DNS クエリーとその IPv4 アドレス バインディングへの応答（およびその

逆）において、IPv6 アドレスの変換に対応している必要があります。これは、IPv6 レルム

と IPv4 レルムの間で、DNS パケットの通過が発生するためです。

注: SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスは、双方向 NAT-PT の仕様を部分

的にサポートしています。 サポートしているのは、IPv6 アドレスと動的に割り

当てられた IPv4 アドレス間のマッピングを伝送する他の方法が存在することを

前提とした双方向トラフィックのフローです。 たとえば、IPv4 ノードに対して

マップされたエントリを使用してローカル DNS を構成し、アドレスを特定するこ

とができます。

NAT- PT 動作 — SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスは従来の NAT-PT をサポートしてい

るため、ユーザーの静的マッピングによる IPv4 から IPv6 への通信を可能にします。 ユー

ザーは、ホスト名の IPv4 アドレスを使用して DNS サーバーを静的に構成し、IPv6 のみのノー

ド用デバイスで静的 NAT を作成して、DNS に基づいた IPv4 のみのノードから IPv6 のみの

ノードへの通信を実行できます。

関連項目 93ページのIPv6 NAT の概要•

• 96ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 107ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする

IPv4 ノードへの接続を構成する

• 104ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv6 を発信元とする IPv4 ノードへの接続を構成する

• 101ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする

IPv6 ノードへの接続を構成する

• 97ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv4 を発信元とする IPv6 ノードへの接続を構成する

IPv6 NAT-PT 通信の概要

静的マッピングを使用した NAT-PT 通信— ネットワーク アドレス変換 - プロトコル変換

（NAT-PT）は、IPv6 から IPv4 およびその逆の 2 方向で実行できます。 各方向について、宛
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先ホストをローカル アドレスにマップする場合は静的 NAT が使用され、ソース アドレスを変

換する場合はソース アドレス NAT が使用されます。 静的 NAT とソース NAT のマッピングに

は、1 対 1 のマッピングとプレフィックスベースのマッピングの 2 種類があります。

DNS ALG を 使用した NAT- PT 通信— DNS ベースのメカニズムでは、IPv6 アドレスを IPv4 の

みのサーバーに動的にマップします。 NAT-PT は、DNS ALG を使用して透過的に変換を実行し

ます。 たとえば、内部で IPv6 ネットワークを使用する企業では、IPv6 アドレスを持たない

外部の IPv4 サーバーと通信を行える必要があります。

動的なアドレス バインディングをサポートするため、名前の解決には DNS を使用する必要が

あります。 IPv4 ホストは、ローカルに構成された IPv4 DNS サーバーで IPv6 ノードの名前

を検索します。次に、NAT-PT を使用して、SRX シリーズ デバイス経由で IPv6 DNS サーバー

にクエリーを渡します。

NAT デバイスの DNS ALG は、以下の処理を実行します。

• IPv6 アドレス解決を IPv4 アドレス解決に変換し直します。

• マッピング用の IPv6 アドレスを割り当てます。

• 任意の IPv4 ホストから IPv6 ホストへのセッションを確立できるように、割り当て済みの

IPv4 アドレスのマッピングを IPv6 のアドレス解決で返された IPv6 アドレスに保存しま

す。

関連項目 93ページのIPv6 NAT の概要•

• 95ページのIPv6 NAT PT の概要

• 107ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする

IPv4 ノードへの接続を構成する

• 104ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv6 を発信元とする IPv4 ノードへの接続を構成する

• 101ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする

IPv6 ノードへの接続を構成する

• 97ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv4 を発信元とする IPv6 ノードへの接続を構成する

例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、IPv4 を発信元とする IPv6
ノードへの接続を構成する

この例では、デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、IPv4

を発信元とする IPv6 ノードへの接続を構成する方法を示します。

• 要件 98ページ

• 概要 98ページ

• 構成 98ページ

• 確認 100ページ
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要件

始める前にインターフェースを構成し、そのインターフェースをセキュリティ ゾーンに割り当

てます。

概要

以下の例では、IPv4 を発信元として、インターフェースで定義された静的マッピングの /96

ベースの IPv6 アドレスとデバイスで設定された静的マッピングの /96 を持つ IPv6 ノードへ

の接続を構成する方法について説明します。 この例では、IPv6 アドレスを IPv4 アドレスに

マップし、IPv4 アドレスを IPv6 アドレス空間の一部とすることを前提としています。

IPv4 ネットワークのデバイスと IPv6 ネットワークのデバイスを相互接続する必要があり、

IPv4 ネットワークから IPv6 ネットワークに移行している場合は、IPv4 を発信元とした IPv6

ノードへの接続を構成すると便利です。 このマッピングは、IPv6 ネットワークから発信され

たトラフィックについて、IPv6 アドレスから IPv4 アドレスへの逆方向ルックアップを行う

DNS ALG で使用できます。 これにより、NAT/PT デバイスの反対側にある IPv6 ノードを持つ

IPv4 ノードから発信されたセッションへの接続も提供されます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat static rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule match destination-address

10.1.1.45/30

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule then static-nat prefix 27a6::/96

set security nat source pool myipv6_prefix address 27a6::/96

set security nat source rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule-set myipv6_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule match source-address 10.1.1.1/30

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule match destination-address

27a6::a0a:a2d/126

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule then source-nat pool myipv6_prefix

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする IPv4 ノードへの

接続を構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースの静的 NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

2. 宛先アドレスのプレフィックスを照合するルールを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule match destination-address 10.1.1.45/30

3. デバイスの静的 NAT プレフィックスを定義します。
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[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule then static-nat prefix 27a6::/96

4. IPv6 アドレスのプレフィックスを使用して、ソース NAT プールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool myipv6_prefix address 27a6::/96

5. インターフェースのソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/1

user@host# set rule-set myipv6_rs to interface ge-0/0/2

6. IPv6 ソース NAT のソース アドレスを構成します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule match source-address 10.1.1.1/30

7. IPv6 ソース NAT の宛先アドレスを構成します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule match destination-address 27a6::a0a:a2d/126

8. 構成したソース NAT IPv6 プールをルールで定義します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule then source-nat pool myipv6_prefix

結果 構成モードで、show security nat コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool myipv6_prefix {

address {

27a6::/96;

}

}

rule-set myipv6_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv6_rule {

match {

source-address 10.1.1.1/30;

destination-address 27a6::a0a:a2d/126;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv6_prefix;

}

}

}

}

}

}

static {
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rule-set test_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

rule test_rule {

match {

destination-address 10.1.1.45/30;

}

then {

static-nat prefix 27a6::/96;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT が構成されていることの確認 100ページ

• ソース NAT が構成されていることの確認 100ページ

静的 NAT が構成されていることの確認

目的 インターフェース、宛先アドレス、およびプレフィックスを使用して静的 NAT が構成されてい

るかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static コマンドを入力します。

ソース NAT が構成されていることの確認

目的 ソース NAT が構成されているかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source コマンドを入力します。

関連項目 93ページのIPv6 NAT の概要•

• 95ページのIPv6 NAT PT の概要

• 96ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 107ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする

IPv4 ノードへの接続を構成する

• 104ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv6 を発信元とする IPv4 ノードへの接続を構成する

• 101ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする

IPv6 ノードへの接続を構成する
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例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする IPv6 ノードへの接続
を構成する

この例では、静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする IPv6

ノードへの接続を構成する方法を示します。

• 要件 101ページ

• 概要 101ページ

• 構成 101ページ

• 確認 103ページ

要件

始める前にインターフェースを構成し、そのインターフェースをセキュリティ ゾーンに割り当

てます。

概要

以下の例では、デバイスで定義された 1 対 1 の静的 NAT を使用して、IPv6 ノードと通信す

る IPv4 ノードを構成する方法について説明します。

大半のマシンがすでに IPv6 に移行している場合は、IPv6 サーバーにアクセスする IPv4 ホス

ト、IPv6 だけをサポートし、IPv6 ネットワークに接続する必要がある新しいサーバー、およ

び古いホストから新しいサーバーへの移行用に IPv4 ノードと IPv6 ノードとの通信を構成す

ると便利です。 たとえば、この機能を使用して、IPv4 のみのノードを IPv6 のみのプリンタ

に接続できます。 このマッピングは、IPv6 ネットワークから発信されたトラフィックについ

て、IPv6 アドレスから IPv4 アドレスへの逆方向ルックアップを行う DNS ALG でも使用でき

ます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat static rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule match destination-address

10.1.1.25/32

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule then static-nat prefix 3ffe::25/128

set security nat source pool myipv6_prefix address 27a6::/96

set security nat source rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule-set myipv6_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule match source-address 10.10.10.1/30

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule match destination-address

322f::25

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule then source-nat pool myipv6_prefix
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする IPv6 ノードへの

接続を構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースの静的 NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

2. ルールと宛先アドレスを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule match destination-address 10.1.1.25/32

3. 静的 NAT プレフィックスを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule then static-nat prefix 3ffe::25/128

4. IPv6 アドレスのプレフィックスを使用して、ソース NAT プールを構成します。

[edit security]

user@host# set nat source pool myipv6_prefix address 27a6::/96

5. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/1

user@host# set rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/2

6. ソース NAT のソース アドレスを構成します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule match source-address 10.10.10.1/30

7. ソース NAT の宛先アドレスを構成します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule match destination-address 322f::25

8. 構成したソース NAT IPv6 プールをルールで定義します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule then source-nat pool myipv6_prefix

結果 構成モードで、show security nat コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

netscreen@srx220-tp# show security nat

source {

pool myipv6_prefix {

address {

27a6::/96;

}

}

rule-set myipv6_rs {
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from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv6_rule {

match {

source-address 10.10.10.1/30;

destination-address 322f::25/128;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv6_prefix;

}

}

}

}

}

}

static {

rule-set test_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

rule test_rule {

match {

destination-address 10.1.1.25/32;

}

then {

static-nat prefix 3ffe::25/128;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT が構成されていることの確認 103ページ

• ソース NAT が構成されていることの確認 103ページ

静的 NAT が構成されていることの確認

目的 インターフェース、宛先アドレス、およびプレフィックスを使用して静的 NAT が構成されてい

るかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static コマンドを入力します。

ソース NAT が構成されていることの確認

目的 ソース NAT が構成されているかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source コマンドを入力します。
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関連項目 93ページのIPv6 NAT の概要•

• 95ページのIPv6 NAT PT の概要

• 96ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 107ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする

IPv4 ノードへの接続を構成する

• 104ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv6 を発信元とする IPv4 ノードへの接続を構成する

• 97ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv4 を発信元とする IPv6 ノードへの接続を構成する

例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、IPv6 を発信元とする IPv4
ノードへの接続を構成する

この例では、デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、IPv6

を発信元とする IPv4 ノードへの接続を構成する方法を示します。

• 要件 104ページ

• 概要 104ページ

• 構成 104ページ

• 確認 106ページ

要件

始める前にインターフェースを構成し、そのインターフェースをセキュリティ ゾーンに割り当

てます。

概要

以下の例では、IPv6 ノードと、デバイスで定義されたプレフィックスベースの静的 NAT を持

つ IPv4 ノードとの通信を構成するについて説明します。 静的 NAT では、IPv4 ネットワーク

が特別な IPv6 ネットワーク（IPv4 でマップされた IPv6 ネットワーク）であり、IPv6 プレ

フィックスの背後に IPv4 ネットワーク全体が隠されていることを前提としています。

IPv6 ノードと IPv4 ノードとの通信は、ネットワークで IPv6 が使用され、IPv4 ネットワー

クに接続する必要がある場合、または IPv4 と IPv6 の両方がネットワークで使用され、移行

時に 2 つのネットワークを相互接続するメカニズムが必要な場合に便利です。 これにより、

NAT/PT デバイスの反対側にある IPv4 ノードを持つ IPv6 ノードから発信されたセッションへ

の接続も提供されます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat static rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule match destination-address 27a6::/96

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule then static-nat inet
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set security nat source pool myipv4 address 1.1.1.2 to 1.1.1.5

set security nat source rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule-set myipv4_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match destination-address

10.1.1.15/30

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match source-address 2ffe::/96

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、IPv6 を発信元とす

る IPv4 ノードへの接続を構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースの静的 NAT を構成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule test_rs from interface ge-0/0/1

2. デバイスで定義された静的 NAT 変換のプレフィックスを使用して、ルールと宛先アドレ

スを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule match destination-address 27a6::/96

3. IPv4 アドレスへの変換を行う inet として、静的 NAT を定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule then static-nat inet

4. IPv4 ソース NAT プールのアドレスを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool myipv4 address 1.1.1.2 to 1.1.1.5

5. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source ]

user@host# set rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

user@host# set rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/2

6. IPv4 ソース NAT の宛先アドレスを構成します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule match destination-address 10.1.1.15/30

7. デバイスで定義されたソース NAT のプレフィックスを使用して、ソース アドレスを定義

します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule match source-address 2ffe::/96

8. 構成したソース NAT IPv4 プールをルールで定義します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# sset rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4

結果 構成モードで、show security nat コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。
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[edit]

user@host# show security nat

source {

pool myipv4 {

address {

1.1.1.2/32 to 1.1.1.5/32;

}

}

rule-set myipv4_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv4_rule {

match {

source-address 2ffe::/96;

destination-address 10.1.1.15/30;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv4;

}

}

}

}

}

}

static {

rule-set test_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

rule test_rule {

match {

destination-address 27a6::/96;

}

then {

static-nat inet;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT が構成されていることの確認 106ページ

• ソース NAT が構成されていることの確認 107ページ

静的 NAT が構成されていることの確認

目的 インターフェース、宛先アドレス、およびプレフィックスを使用して静的 NAT が構成されてい

るかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static コマンドを入力します。
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ソース NAT が構成されていることの確認

目的 ソース NAT が構成されているかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source コマンドを入力します。

関連項目 93ページのIPv6 NAT の概要•

• 95ページのIPv6 NAT PT の概要

• 96ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 107ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする

IPv4 ノードへの接続を構成する

• 101ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする

IPv6 ノードへの接続を構成する

• 97ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv4 を発信元とする IPv6 ノードへの接続を構成する

例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする IPv4 ノードへの接続
を構成する

この例では、静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする IPv4

ノードへの接続を構成する方法を示します。

• 要件 107ページ

• 概要 107ページ

• 構成 107ページ

• 確認 109ページ

要件

始める前にインターフェースを構成し、そのインターフェースをセキュリティ ゾーンに割り当

てます。

概要

以下の例では、IPv6 ノードと、デバイスで定義された 1 対 1 の静的 NAT アドレスを持つ

IPv4 ノードとの通信を構成するについて説明します。 IPv6 ノードと IPv4 ノードとの通信で

は、どちらのデバイスにもデュアル スタックがなく、NAT/PT デバイスに依存して通信する必

要がある場合に、IPv6 ホストが IPv4 サーバーにアクセスできます。 これにより、ネットワー

クが IPv6 に移行した後でも、一部の IPv4 レガシー サーバー アプリケーションは動作でき

ます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。
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set security nat static rule test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule test_rs rule test_rule match destination-address 27a6::15/128

set security nat static rule test_rs rule test_rule then static-nat prefix 10.2.2.15/32

set security nat source pool myipv4 address 1.1.1.2 to 1.1.1.3

set security nat source rule myipv4_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule myipv4_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule myipv4_rs rule ipv4_rule match source-address 27a6::/96

set security nat source rule myipv4_rs rule ipv4_rule match destination-address 10.2.2.15

set security nat source rule myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv6 を発信元とする IPv4 ノードへの

接続を構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースの静的 NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

2. 宛先アドレスを照合するルールを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule match destination-address 27a6::15/128

3. ルールに対する静的 NAT プレフィックスを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule then static-nat prefix 10.2.2.15/32

4. IPv4 アドレスを使用して、ソース NAT プールを構成します。

[edit security nat]

user@host# set source pool myipv4 address 1.1.1.2 1.1.1.3

5. インターフェースの IPv4 アドレスを構成します。

[edit security nat source ]

user@host# set rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

6. IPv4 ソース NAT アドレスに対するソース アドレスを構成します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule match source-address 27a6::/96

7. IPv4 ソース NAT アドレスに対する宛先アドレスを構成します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule match destination-address 10.2.2.15

8. 構成したソース NAT IPv4 プールをルールで定義します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4

結果 構成モードで、show security nat コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。
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[edit]

user@host# show security nat

source {

pool myipv4 {

address {

1.1.1.2/32 to 1.1.1.3/32;

}

}

rule-set myipv4_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv4_rule {

match {

source-address 27a6::/96;

destination-address 10.2.2.15/32;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv4;

}

}

}

}

}

}

static {

rule-set test_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

rule test_rule {

match {

destination-address 27a6::15/128;

}

then {

static-nat prefix 10.2.2.15/32;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT が構成されていることの確認 109ページ

• ソース NAT が構成されていることの確認 110ページ

静的 NAT が構成されていることの確認

目的 インターフェース、宛先アドレス、およびプレフィックスを使用して静的 NAT が構成されてい

るかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static コマンドを入力します。
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ソース NAT が構成されていることの確認

目的 ソース NAT が構成されているかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source コマンドを入力します。

関連項目 93ページのIPv6 NAT の概要•

• 95ページのIPv6 NAT PT の概要

• 96ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 104ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv6 を発信元とする IPv4 ノードへの接続を構成する

• 101ページの例: 静的宛先アドレスの 1 対 1 のマッピングを使用して、IPv4 を発信元とする

IPv6 ノードへの接続を構成する

• 97ページの例: デフォルトの宛先アドレス プレフィックスの静的マッピングを使用して、

IPv4 を発信元とする IPv6 ノードへの接続を構成する

IPv6 ALG

• ルーティング、NAT、および NAT-PT での IPv6 DNS ALG 110ページ

• ルーティングでの IPv6 FTP ALG 112ページ

• IPv6 に対する TFTP ALG サポート 113ページ

• ICMP に対する IPV6 ALG サポートについて 113ページ

ルーティング、NAT、および NAT-PT での IPv6 DNS ALG

ドメイン名システム（DNS）は、DNS トラフィックを取り扱い、DNS クエリーと応答パケットを

監視し、DNS フラグによりパケットが応答メッセージであることが示された場合はセッション

を終了する ALG の一部です。

DNS ALG モジュールは、IPv4 を想定して動作しています。 Junos OS リリース 10.4 では、こ

の機能より、ルーティング、ネットワーク アドレス変換（NAT）、およびネットワーク アドレ

ス変換 - プロトコル変換（NAT-PT）に対応した DNS ALG に IPv6 サポートが実装されます。

DNS ALG が DNS クライアントから DNS クエリーを受信すると、DNS パケットに対してセキュ

リティ チェックが実行されます。 DNS ALG が DNS サーバーから DNS 応答を受信すると、同

様のセキュリティ チェックが実行された後で DNS トラフィックのセッションが終了します。

NAT モードでの IPv6 DNS ALG トラフィック

IPv6 NAT は、IPv4 および IPv6 でアドレス指定されたネットワーク デバイス間でアドレス変

換を提供します。 また、IPv6 ホストどうしのアドレス変換も提供します。 IPv6 間の NAT

は、IPv4 NAT と同様の方法で、同様の目的のために行われます。

DNS トラフィックが NAT モードで動作している場合、DNS ALG は DNS 応答のパブリック アド

レスをプライベート アドレスに変換します（DNS クライアントがプライベート ネットワーク
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上にある場合）。同様に、DNS クライアントがパブリック ネットワーク上にある場合は、プラ

イベート アドレスをパブリック アドレスに変換します。

Junos OS リリース 10.4 の IPv6 NAT では、以下の処理をサポートしています。

• ソース NAT 変換

• 宛先 NAT マッピング

• 静的 NAT マッピング

注: IPv6 DNS ALG NAT は、静的 NAT マッピングだけをサポートしています。

NAT-PT モードでの IPv6 DNS ALG トラフィック

IPv6 NAT-PT は、IPv4 および IPv6 でアドレス指定されたネットワーク デバイス間でアドレ

ス割り当てとプロトコル変換を提供します。 変換処理は、ステートレス IP/ICMP 変換（SIIT）

方式に基づきますが、各通信の状態とコンテキストは、セッションの有効期間の間は保持され

ます。 IPv6 NAT-PT は、インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）、伝送制御プロ

トコル（TCP）、およびユーザー データグラム プロトコル（UDP）の各パケットをサポートし

ています。

IPv6 NAT-PT は、以下のタイプの NAT-PT をサポートしています。

• 従来の NAT-PT

• 双方向の NAT-PT

DNS ベースのメカニズムでは、IPv6 アドレスを IPv4 のみのサーバーに動的にマップします。

NAT-PT は、DNS ALG を使用して透過的に変換を実行します。

たとえば、内部で IPv6 ネットワークを使用する企業では、IPv6 アドレスを持たない外部の

IPv4 サーバーと通信を行える必要があります。

動的なアドレス バインディングをサポートするため、名前の解決には DNS を使用する必要が

あります。 IPv4 ホストは、ローカルに構成された IPv4 DNS サーバーで IPv6 ノードの名前

を検索します。次に、NAT-PT を使用して、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイス経由で

IPv6 DNS サーバーにクエリーを渡します。

DNS トラフィックが NAT-PT モードで動作しているときは、DNS クライアントが IPv6 ネット

ワークにあり、サーバーが IPv4 ネットワークにある場合（およびその逆の場合）に、DNS ALG

は、IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの間で DNS 応答パケットの IP アドレスを変換します。

注: NAT-PT モードでは、IPV4 から IPV6 へのアドレス変換だけが DNS ALG でサ

ポートされています。 DNS ALG で NAT-PT モードをサポートするには、NAT モジュー

ルが NAT-PT をサポートしている必要があります。
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DNS ALG が DNS クライアントから DNS クエリーを受信すると、DNS ALG は、DNS パケットに

対して以下のセキュリティ チェックおよびサニティ チェックを実行します。

• DNS メッセージの最大長を強制する（デフォルトは 512 バイトで、最大長は 8KB です）

• 255 バイトのドメイン名長と 63 バイトのラベル長を強制する

• DNS メッセージでポインタが検出された場合は、ポインタによって参照されているドメイン

名の整合性を確認する

• 圧縮ポインタのループが存在するかどうかを確認する

DNS ALG が DNS サーバーから DNS 応答を受信した場合は、同様のサニティ チェックが実行さ

れた後で、その DNS トラフィックのセッションが終了します。

ルーティングでの IPv6 FTP ALG

ファイル転送プロトコル（FTP）は、FTP トラフィックを処理する ALG の一部です。 FTP の

PORT/PASV 要求および対応する 200/227 応答は、FTP データ接続でホストがリスンする TCP

ポートを通知する目的で使用されます。

このような要求および応答には、EPRT/EPSV/229 コマンドが使用されます。 FTP ALG はすでに

EPRT/EPSV/229 をサポートしていますが、IPv4 アドレスに対してのみです。

Junos OS リリース 10.4 では、IPv4 および IPv6 アドレスの両方をサポートするために、

EPRT/EPSV/229 コマンドが更新されています。

FTP ALG では、事前に割り当てられた objcache を使用してセッション Cookie を保存します。

IPv4 と IPv6 アドレスの両方が FTP ALG でサポートされている場合、IPv6 アドレスを保存す

るために、セッション Cookie が 256 ビット（32 バイト）拡大されます。

IPv6 に対する FTP ALG サポート

FTP ALG は、FTP 制御チャネルで、構文的な正しさについてコマンドと応答を監視し、対応す

るピンホールを開いて、データ チャネル接続を確立できるようにします。 Junos OS リリース

10.4 では、FTP ALG は IPv4 ルーティング、IPv6 ルーティング、および NAT モードだけをサ

ポートしていました。 Junos OS リリース 11.2 以降のリリースでは、IPv6 NAT および NAT-PT

モードもサポートしています。

EPRT モード

EPRT コマンドでは、データ接続に対する拡張アドレスの仕様が許可されています。 拡張アド

レスは、ネットワーク アドレスとトランスポート アドレスに加え、ネットワーク プロトコル

で構成されている必要があります。

EPRT の書式は、以下のとおりです。

EPRT<space><d><net-prt><d><net-addr><d><tcp-port><d>

• <net-prt>: IANA によって定義されたアドレス ファミリーの番号

• <net-addr>: ネットワーク アドレスのプロトコル固有の文字列

• <tcp-port>: TCP ポート番号

IPv6 に対応した EPRT コマンドの例は、以下のとおりです。
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EPRT |2|1080::8:800:200C:417A|5282|

このモードでは、FTP ALG は、EPRT コマンドだけに重点を置きます。EPRT コマンドから IPv6

アドレスとポートを抽出し、ピンホールを開きます。

EPSV モード

EPSV コマンドは、サーバーがデータ ポートでリスンし、接続を待機するように要求します。

このコマンドの応答には、リスンしている接続の TCP ポート番号だけが含まれます。

応答文字列の例は、以下のとおりです。

Entering Extended Passive Mode (|||6446|)

注: 拡張アドレスを使用したパッシブ モードへの移行を表す応答コードは、229 で

なければなりません。 TCP ポートは 229 ペイロードで抽出し、これを使用してピ

ンホールを開く必要があります。

関連項目 93ページのIPv6 NAT の概要•

• 95ページのIPv6 NAT PT の概要

IPv6 に対する TFTP ALG サポート

簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）は、

IPv6 ルーティングをサポートするために拡張されています。 TFTP ALG は、ルーティング要求

を開始し、要求を送信したポートに向かう逆方向からのリターン パケットを許可するためにピ

ンホールを作成するパケットを処理します。

データ セッションは、クライアントからサーバーに向かう最初のパケットによって設定されま

す。 TFTP ALG は最初のパケットを監視し、サーバー上の任意のポートからクライアントに向

かうピンホールを開きます。 この処理は、サーバーからのリターン パケットと後続のデータ

パケットが通過するのに役立ちます。

関連項目 265ページのALG の概要•

ICMP に対する IPV6 ALG サポートについて

インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）アプリケーション レイヤー ゲートウェイ

（ALG）は、ICMP トラフィックを処理する ALG の 1 つです。

IPv6 ノードは、ICMPv6 プロトコルを使用して、パケットの処理中に発生したエラーを報告し、

診断など、その他のインターネット レイヤー機能を実行します。 ICMPv6 は IPv6 の不可欠な

部分であり、すべての IPv6 ノードで完全に実装されていなければなりません。そのため、ALG

レイヤーは ICMPv6 に対して常に有効になっています。

ICMP エラー メッセージ

ICMPv6 のメッセージは、以下の 2 つのクラスにグループ化されます。

• ICMPv6 エラー メッセージ
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• Destination unreachable（宛先不明）

• Packet Too Big（パケット過大）

• Time Exceeded（時間超過）

• Parameter Problem（パラメータの問題）

• ICMPv6 情報（または ping）メッセージ

• エコー要求

• エコー応答

ICMP ALG は、これらのメッセージをすべて監視し、以下の処理を実行します。

• セッションを閉じる

• ペイロードを変更する

以下の状況が発生した場合、ICMP ALG はセッションを終了します。

• エコー応答を受信する

• 宛先不明エラー メッセージを受信し、応答を受信していない

注: ICMP ALG は、セッションが宛先ノードから応答を受信していないかどうかを

チェックします。 応答を受信した場合は、宛先は到達可能であり、ICMP エラー

メッセージには信憑性がありません。そのため、セッションは終了しません。 こ

れは、ハッカーが TCP/UDP パケットをスニッフィングし、ICMP の宛先不明パケッ

トを偽造してセッションを強制終了するのを防ぐためです。

ICMP ALG の機能

ICMP ALG は、各モードで異なる動作をします。

NAT モードでの ICMP ALG 機能は、以下のとおりです。

1. セッションを閉じます。

2. エコー要求の ID、シーケンス番号、またはその両方を変更します。

3. エコー応答の元の ID とシーケンス番号を復元します。

4. ICMPv6 エラー メッセージの埋め込まれた IPv6 パケットを NAT 変換します。

NAT-PT サポート モードでの ICMP ALG 機能は、以下のとおりです。

1. セッションを閉じます。

2. ICMPv4 ping メッセージを ICMPv6 ping メッセージに変換します。

3. ICMPv6 ping メッセージを ICMPv4 ping メッセージに変換します。
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4. ICMPv4 エラー メッセージを ICMPv6 エラー メッセージに変換し、埋め込まれた IPv4 パ

ケットを IPv6 パケットに変換します。

5. ICMPv6 エラー メッセージを ICMPv4 エラー メッセージに変換し、埋め込まれた IPv6 パ

ケットを IPv4 パケットに変換します。

関連項目 • 84ページのSRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが IPv6 フローのパケットのフラグメ

ント化を処理する方法について

• 66ページのIP バージョン 6（IPv6）について
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第4章

パケットベースの処理

• パケットベースの処理について 117ページ

• 選択的ステートレスなパケットベース サービスについて 118ページ

• 選択的ステートレスなパケットベース サービスの構成の概要 120ページ

• 例: エンドツーエンドのパケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパケットベー

ス サービスの構成 122ページ

• 例: パケットベースからフローベースへの転送に対する選択的ステートレスなパケットベー

ス サービスの構成 132ページ

• サービスの負荷軽減ソリューションについて 141ページ

• サービスの負荷軽減ライセンスの概要 143ページ

パケットベースの処理について

Junos OS を実行している Juniper Networks デバイスに出入りするパケットには、パケット

ベースの処理が実行されます。 パケットベース（ステートレス）のパケット処理では、パケッ

トが個別に扱われます。 各パケットは、処理に対してそれぞれ個別に評価されます。 ステー

トレスなパケットベースの転送は、フローまたは状態の情報に関係なく、パケット単位で実行

されます。 各パケットは、処理に対してそれぞれ個別に評価されます。

117ページの図8 は、パケットベースの転送に対するトラフィック フローを示したものです。

図 8: パケットベースの転送に対するトラフィック フロー

パケットがデバイスに入ると、そのパケットにクラシファイア、フィルタ、およびポリサーが

適用されます。 次に、ルート ルックアップによって、そのパケットのエグレス インターフェー

スが決定されます。 パケットのエグレス インターフェースが見つかるとフィルタが適用され、

そのパケットがエグレス インターフェースに送信されます。このインターフェースはキューに

入れられ、送信のスケジュールが設定されます。
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パケットベースの転送は、特定の接続に属する以前のパケットや後続のパケットに関する情報

を必要としません。また、トラフィックを許可したり拒否したりする決定は、パケットに固有

です。 このアーキテクチャは、個別のフローや状態を追跡せずにパケットを転送するため、極

めて大きなスケーリングに対応できるという利点を持ちます。

関連項目 118ページの選択的ステートレスなパケットベース サービスについて•

• 120ページの選択的ステートレスなパケットベース サービスの構成の概要

• 122ページの例: エンドツーエンドのパケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパ

ケットベース サービスの構成

• 132ページの例: パケットベースからフローベースへの転送に対する選択的ステートレスなパ

ケットベース サービスの構成

• Junos OS システム ログ メッセージ リファレンス

• Junos OS システム基本構成ガイド

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

選択的ステートレスなパケットベース サービスについて

選択的ステートレスなパケットベース サービスでは、フローベースおよびパケットベースの転

送を両方とも同時にシステムで使用できます。 パケットベースのステートレスな転送を必要と

するトラフィックには、ステートフルなフローベースの転送を回避するため、アクセス制御リ

スト（ACL）と呼ばれるステートレスなファイアウォール フィルタを使用して選択的に指示す

ることができます。 このように指示されていないトラフィックは、デフォルトのフローベース

の転送パスに従います。 フローベースの転送のバイパスは、フローのセッション スケーリン

グの制約を明示的に回避するトラフィックに対して有用な場合があります。

デフォルトでは、Junos OS を実行する Juniper Networks デバイスはフローベースの転送を使

用します。 選択的ステートレスなパケットベース サービスでは、入力フィルタの条件項目に

基づいて選択されたトラフィックに対してパケットベースの処理だけを提供するようにデバイ

スを構成できます。 その他のトラフィックは、フローベースの転送に対して処理されます。

フローベースの転送のバイパスは、セッション スケーリングの制約やセッション作成、メンテ

ナンス コストの回避が必要な実装において便利です。

選択的ステートレスなパケットベースの処理に対してデバイスを構成すると、システムに入る

パケットは、以下の特定の条件に応じて別々に処理されます。

• パケットが、入力フィルタの条件項目で指定された一致条件に合致する場合、そのパケット

はパケット モードに対してマーク付けされ、構成されているパケット モードの機能がすべ

て適用されます。 フローベースのセキュリティ機能は適用されず、 バイパスされます。

• パケットにパケット モードのフラグが設定されていない場合、そのパケットには通常の処理

が実行されます。 このトラフィックには、MPLS を除くすべてのサービスを適用できます。

119ページの図9 は、フローベースの処理をバイパスする選択的ステートレスなパケットベース

サービスでのトラフィック フローを示したものです。
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図 9: 選択的ステートレスなパケットベース サービスでのトラフィック フロー

パケットがインターフェースに入ると、インターフェースで構成された入力パケット フィルタ

が適用されます。

• パケットが、ファイアウォール フィルタで指定された条件に一致する場合、そのパケットに

対して packet-mode アクション モディファイアが設定されます。 packet-mode アクション

モディファイアは、パケット キー バッファのビット フィールドを更新します。このビット

フィールドは、フローベースの転送をバイパスする必要があるかどうかを特定する目的で使

用されます。 そのため、packet-mode アクション モディファイアを持つパケットは、フロー

ベースの転送を完全にバイパスします。 そのパケットのエグレス インターフェースは、ルー

ト ルックアップによって決定されます。 パケットのエグレス インターフェースが見つかる

とフィルタが適用され、そのパケットがエグレス インターフェースに送信されます。このイ

ンターフェースはキューに入れられ、送信のスケジュールが設定されます。

• パケットが、このフィルタの条件項目で指定された条件と一致しない場合は、フィルタで構

成された他の条件項目に対して評価されます。 すべての条件項目が評価され、パケットが

フィルタの条件項目と一致しない場合、そのパケットは黙って破棄されます。 パケットが破

棄されるのを防ぐには、フィルタの条件項目を構成して、すべてのパケットを受け入れるよ

うにアクションを指定します。

定義済みのステートレス サービスの集合は、以下の選択的ステートレスなパケットベース サー

ビスで使用できます。

• IPv4 および IPv6 ルーティング（ユニキャストおよびマルチキャスト プロトコル）

• サービス クラス（CoS）

• リンクのフラグメント化とインターリーブ（LFI）

• 汎用ルーティングのカプセル化（GRE）

• レイヤー 2 スイッチング

• マルチプロトコル ラベル スイッチング（MPLS）

• ステートレス ファイアウォール フィルタ

• 圧縮リアルタイム トランスポート プロトコル（CRTP）

MPLS サービスを必要とするトラフィックはパケット モードで処理する必要がありますが、状

況によっては、フロー モードだけで提供可能な特定のサービス（ステートフル インスペクショ
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ン、NAT、IPsec など）を同時に適用する必要があります。 フロー モードとパケット モード

の両方でトラフィックを処理するようにシステムに指示するには、トンネル インターフェース

経由で接続された複数のルーティング インスタンスを構成する必要があります。 あるルーティ

ング インスタンスは、フロー モードでパケットを処理するように構成する必要があり、別の

ルーティング インスタンスは、パケット モードでパケットを処理するように構成する必要が

あります。 トンネル インターフェースを使用してルーティング インスタンスを接続すると、

各ルーティング インスタンス間のトラフィックは再度転送パスに注入され、その後は別の転送

方式を使用して再処理できます。

関連項目 117ページのパケットベースの処理について•

• 120ページの選択的ステートレスなパケットベース サービスの構成の概要

• 122ページの例: エンドツーエンドのパケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパ

ケットベース サービスの構成

• 132ページの例: パケットベースからフローベースへの転送に対する選択的ステートレスなパ

ケットベース サービスの構成

• Junos OS システム ログ メッセージ リファレンス

• Junos OS システム基本構成ガイド

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

選択的ステートレスなパケットベース サービスの構成の概要

選択的ステートレスなパケットベース サービスは、ステートレス ファイアウォール フィルタ

を使用して構成します。このフィルタは、アクセス制御リスト（ACL）とも呼ばれます。 パケッ

トベースの転送で使用するトラフィックは、ファイアウォール フィルタで一致条件を指定し、

アクションを指定する packet-mode アクション モディファイアを構成することによって分類し

ます。 一致条件とアクションを定義すると、関連するインターフェースにファイアウォール

フィルタが適用されます。

ファイアウォール フィルタを構成するには、以下の手順に従います。

1. アドレス ファミリーの定義 — まず、ファイアウォール フィルタが照合するパケットのア

ドレス ファミリーを定義します。 ファミリー名を定義するには、inet を指定して IPv4

パケットをフィルタリングします。 MPLS パケットをフィルタリングするには、mpls を指

定します。 レイヤー 2 スイッチング相互接続をフィルタリングするには、ccc を指定しま

す。

2. 条件項目の定義 — フィルタリング条件と、一致が発生した場合に実行するアクションを指

定する 1 つまたは複数の条件項目を定義します。 各条件項目は、2 つのコンポーネント

（一致条件とアクション）で構成されています。

• 一致条件 — 実行するアクションに対してパケットが一致する必要がある特定の特性を指

定します。 一致条件には、IP ソース アドレス フィールド、IP 宛先アドレス フィール

ド、および IP プロトコル フィールドなど、さまざまなものを定義できます。

• アクション — パケットが一致条件に合致した場合に実行するアクションを指定します。

指定できるアクションは、パケットの受入、破棄、または拒否です。また、次の一致条件

への移動やアクションを実行しないことを指定できます。
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一致条件には、action ステートメントを 1 つだけ指定（または省略）できますが、その

ステートメントに任意のアクション モディファイアを組み合わせて指定できます。 アク

ション モディファイアには、デフォルトの accept アクションが含まれます。 たとえ

ば、アクション モディファイアを指定し、アクションを指定していない場合、指定した

アクション モディファイアが実装され、パケットが受け入れられます。

packet-mode アクション モディファイアは、フローベースの転送をバイパスするように指

定します。 他のアクション モディファイアと同様に、accept や count など、他のアク

ションとともに packet-mode アクション モディファイアを構成できます。

3. インターフェースへのファイアウォール フィルタの適用 — インターフェースにファイア

ウォール フィルタを適用して、ファイアウォール フィルタを有効にします。

パケットがインターフェースに入ると、インターフェースで構成された入力パケット フィルタ

が適用されます。 パケットが、指定された条件と一致し、packet-mode アクションが構成され

ている場合、パケットはフローベースの転送を完全にバイパスします。

フィルタを構成する場合は、ファイアウォール フィルタ内での条件項目の順序に注意してくだ

さい。 パケットは、構成に記述されている順序で、各条件項目に対してテストされます。 最

初の一致条件が見つかると、その条件項目に関連付けられたアクションがパケットに適用され、

next term アクション モディファイア が含まれていない限り、ファイアウォール フィルタの

評価が終了します。 next term アクション モディファイアが含まれている場合、一致するパ

ケットはファイアウォール フィルタの次の条件項目に対して評価されます。このアクション

モディファイアが含まれていない場合、一致するパケットは、ファイアウォール フィルタの後

続の条件項目に対して評価されません。

選択的ステートレスなパケットベース サービスに対してファイアウォール フィルタを構成す

る場合は、以下の作業を実行します。

• 不要なパケットのドロップを回避するために、フローをバイパスする必要があるトラフィッ

クを正確に識別します。

• パケットベースのフロー パスに伴うすべてのインターフェースに対してパケット モードの

アクションが定義されているファイアウォール フィルタを適用します。

• ホストに向かう TCP トラフィックが、フローベースの転送を使用するように構成します。

packet-mode アクション モディファイアを含むファイアウォール フィルタの条件項目に対し

て一致条件を指定する場合は、このトラフィックを除外します。 フローをバイパスするよう

に構成されたホストに向かう TCP トラフィックは、ドロップされます。 選択的ステートレ

スなパケットベース サービスでは、非同期フロー モードの処理はサポートされていません。

• packet-mode アクション モディファイアを使用して、出力ではなく入力パケット フィルタを

構成します。

注: ネストされたファイアウォール フィルタ（別のフィルタの条件項目内で構成さ

れたフィルタ）は、選択的ステートレスなパケットベース サービスではサポートさ

れていません。
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一般的な実装シナリオの中で、選択的ステートレスなパケットベース サービスを構成できる例

として、以下のものが挙げられます。

• イントラネット トラフィックなど、エンドツーエンドの転送がパケットベースであるプライ

ベート LAN と WAN インターフェース間のトラフィック フロー

• セキュアおよび準セキュアなトラフィックに対して、トラフィックがそれぞれパケットベー

スの転送とフローベースの転送を使用する、プライベート LAN と準セキュア WAN インター

フェース間のトラフィック フロー

• プライベート LAN と、プライベート WAN リンクがダウンしたときにフローベースの IPsec

WAN へのフェールオーバーが行われる WAN インターフェース間のトラフィック フロー

• フローベースの LAN からパケットベースの MPLS WAN へのトラフィック フロー

関連項目 117ページのパケットベースの処理について•

• 118ページの選択的ステートレスなパケットベース サービスについて

• 122ページの例: エンドツーエンドのパケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパ

ケットベース サービスの構成

• 132ページの例: パケットベースからフローベースへの転送に対する選択的ステートレスなパ

ケットベース サービスの構成

• Junos OS システム ログ メッセージ リファレンス

• Junos OS システム基本構成ガイド

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

例: エンドツーエンドのパケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパケットベース
サービスの構成

この例では、エンドツーエンドのパケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパケッ

トベース サービスを構成する方法を示します。

• 要件 122ページ

• 概要 123ページ

• 構成 124ページ

• 確認 129ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ステートレス ファイアウォール フィルタを構成する方法について理解します。 『Junos OS

Routing Protocols and Policies Configuration Guide for Security Devices』を参照してくだ

さい。

• 基本接続を確立します。 デバイスの入門ガイドを参照してください。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.122

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/syslog-messages/syslog-messages.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/config-guide-system-basics/config-guide-system-basics.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/routing/junos-security-swconfig-routing-protocols-and-policies.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/routing/junos-security-swconfig-routing-protocols-and-policies.pdf


概要

この例では、各デバイスのインターフェースに対して IP アドレスを構成します。 R0 の場合

は 10.1.1.2/24 で、R1 の場合は 10.1.1.1/24、10.2.1.1/24、および 1.1.1.1/30 です。ま

た、R2 の場合は 1.1.1.2/30 で、R3 の場合は 10.2.1.2/24 です。 静的ルートを作成し、各

デバイスに対してネクストホップ アドレスを関連付けます。R0 は 10.1.1.1 で、R1 は

1.1.1.2、R2 は 1.1.1.1、R3 は 10.2.1.1 です。

次に、デバイス R1 で untrust（信頼されていない）というゾーンを構成し、そのゾーンをイ

ンターフェース ge-0/0/3 に割り当てます。 また、trust（信頼）というゾーンも作成して、

インターフェース ge-0/0/1 および ge-0/0/2 をそのゾーンに割り当てます。 trust および

untrust の各ゾーンを構成し、サポートされているすべてのアプリケーション サービスをイン

バウンド サービスとして許可します。 また、ゾーン間での受け渡しを行うために、すべての

ソース アドレス、宛先アドレス、およびアプリケーションからのトラフィックを許可します。

次に、ファイアウォール フィルタ bypass-flow-filter を作成します。また、内部インター

フェース ge-0/0/1 および ge-0/0/2 間のトラフィックを照合し、packet-mode アクション モ

ディファイアを含む条件項目 bypass-flow-term-1 および bypass-flow-term-2 を定義します。

さらに、残りのすべてのトラフィックを受け入れる条件項目 accept-rest を定義します。 最

後に、ファイアウォール フィルタ bypass-flow-filter を内部インターフェース ge-0/0/1 お

よび ge-0/0/2（外部インターフェースではありません）に適用します。 これにより、すべて

の内部トラフィックがフローベースの転送をバイパスし、インターネットから送受信するトラ

フィックはフローベースの転送をバイパスしません。

123ページの図10 は、この例で使用されるネットワーク トポロジを示したものです。

図 10: エンドツーエンドのパケットベースのサービスを使用するイントラネッ
ト トラフィック

企業の各支社は、プライベート WAN によって相互に接続されています。 この内部トラフィッ

クでは、セキュリティの問題が発生しないため、パケットの転送が必要になります。 このトラ

フィックのために、選択的ステートレスなパケットベース サービスがフローベースの転送をバ

イパスするように構成することにしました。 インターネットから送受信を行う残りのトラフィッ

クは、フローベースの転送を使用します。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

{device R0}

[edit]

set interfaces description “Internal 1” ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.1.1.2/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.1.1

{device R1}

set interfaces description “Internal 1” ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces description “Internal 2” ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.2.1.1/24

set interfaces description “Internet” ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.1/30

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.2

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/3

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/1

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services all

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy Internet-traffic match

source-address any destination-address any application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy Internet-traffic then permit

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy Incoming-traffic match

source-address any destination-address any application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy Incoming-traffic then permit

set security policies from-zone trust to-zone trust policy Intrazone-traffic match

source-address any destination-address any application any

set security policies from-zone trust to-zone trust policy Intrazone-traffic then permit

set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-1 from

source-address 10.1.1.0/24

set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term–1 from

destination-address 10.2.1.0/24

set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-1 then packet-mode

set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-2 from

source-address 10.2.1.0/24

set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-2 from

destination-address 10.1.1.0/24

set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-2 then packet-mode

set firewall family inet filter bypass-flow-filter term accept-rest then accept

set interfaces description “Internal 1” ge-0/0/1 unit 0 family inet filter input

bypass-flow-filter

set interfaces description “Internal 2” ge-0/0/2 unit 0 family inet filter input

bypass-flow-filter

{device R2}

set interfaces description “Internet” ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

{device R3}

[edit]

set interfaces description “Internal 2” ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.2.1.2/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.2.1.1
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

エンドツーエンドのパケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパケットベース サー

ビスを構成するには、以下の手順に従います。

1. デバイス R0、R1、R2、および R3 のインターフェースに対して IP アドレスを構成しま

す。

{device R0}

[edit]

user@host# set interfaces description “Internal 1” ge-0/0/1 unit 0 family inet

address 10.1.1.2/24

{device R1}

[edit]

user@host# set interfaces description “Internal 1” ge-0/0/1 unit 0 family inet

address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces description “Internal 2” ge-0/0/2 unit 0 family inet

address 10.2.1.1/24

user@host# set interfaces description “Internet” ge-0/0/3 unit 0 family inet address

1.1.1.1/30

{device R2}

[edit]

user@host# set interfaces description “Internet” ge-0/0/3 unit 0 family inet address

1.1.1.2/30

{device R3}

[edit]

user@host# set interfaces description “Internal 2” ge-0/0/2 unit 0 family inet

address 10.2.1.2/24

2. 静的ルートを作成し、デバイス R0、R1、R2、および R3 に対して適切なネクストホップ

アドレスを関連付けます。

{device R0}

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.1.1

{device R1}

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.2

{device R2}

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

{device R3}

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.2.1.1

3. セキュリティ ゾーンを構成して、インターフェースを割り当てます。

{device R1}

[edit]

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/3

user@host# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/1

user@host# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2

125Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第4章: パケットベースの処理

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/swconfig-cli/swconfig-cli.pdf


4. 各ゾーンに対するアプリケーション サービスを構成します。

{device R1}

[edit]

user@host# set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services

all

user@host# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic

system-services all

5. セキュリティ ポリシーを構成します。

{device R1}

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

Internet-traffic match source-address any destination-address any application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

Internet-traffic then permit

user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy

Incoming-traffic match source-address any destination-address any application any

user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy

Incoming-traffic then permit

user@host# set security policies from-zone trust to-zone trust policy

Intrazone-traffic match source-address any destination-address any application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone trust policy

Intrazone-traffic then permit

6. ファイアウォール フィルタを作成し、すべてのパケットベースの転送トラフィックに対

する条件項目を定義します。

{device R1}

[edit]

user@host# set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-1

from source-address 10.1.1.0/24

user@host# set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term–1

from destination-address 10.2.1.0/24

user@host# set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-1

then packet-mode

user@host# set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-2

from source-address 10.2.1.0/24

user@host# set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-2

from destination-address 10.1.1.0/24

user@host# set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term-2

then packet-mode

7. 残りのトラフィックに対する別の条件項目を指定します。

{device R1}

[edit]

user@host# set firewall family inet filter bypass-flow-filter term accept-rest then

accept

8. 関連するインターフェースにファイアウォール フィルタを適用します。

{device R1}

[edit]

user@host# set interfaces description “Internal 1” ge-0/0/1 unit 0 family inet

filter input bypass-flow-filter

user@host# set interfaces description “Internal 2” ge-0/0/2 unit 0 family inet

filter input bypass-flow-filter
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結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、および show firewall の各コマンドを

入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手

順を繰り返して修正します。

{device R0}

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/1 {

description “Internal 1”

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.2/24

}

}

}

{device R0}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 10.1.1.1;

}

{device R2}

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/3 {

description “Internet”

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.2/30;

}

}

}

{device R2}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

}

{device R3}

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/2 {

description “Internal 2”

unit 0 {

family inet {

address 10.2.1.2/24;

}

}

}

{device R3}

user@host# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 10.2.1.1;
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}

{device R1}

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/1 {

description “internal 1”

unit 0 {

family inet {

filter {

input bypass-flow-filter;

}

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

description “Internal 2”

unit 0 {

family inet {

filter {

input bypass-flow-filter;

}

address 10.2.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

description “Internet”

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/30;

}

}

}

{device R1}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.2;

}

{device R1}

[edit]

user@host# show firewall

family inet {

filter bypass-flow-filter {

term bypass-flow-term-1 {

from {

source-address {

10.1.1.0/24;

}

destination-address {

10.2.1.0/24;

}

}

then packet-mode;
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}

term bypass-flow-term-2 {

from {

source-address {

10.2.1.0/24;

}

destination-address {

10.1.1.0/24;

}

}

then packet-mode;

}

term accept-rest {

then accept;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認します。

• エンドツーエンドのパケットベースの構成の確認 129ページ

• イントラネット トラフィックでのセッション確立の確認 129ページ

• インターネット トラフィックでのセッション確立の確認 130ページ

エンドツーエンドのパケットベースの構成の確認

目的 選択的ステートレスなパケットベース サービスが構成されていることを確認します。

アクション 構成モードで、show interfaces、show routing-options、show security zones、show security

policies、および show firewall の各コマンドを入力します。

ファイアウォール フィルタ、インターフェース、およびポリシーの目的の構成が出力に表示さ

れることを確認します。

各条件項目が、パケットをテストする順序で一覧表示されていることを確認します。 ファイア

ウォール フィルタ内の条件項目は、insert コマンドを使用することで移動できます。

イントラネット トラフィックでのセッション確立の確認

目的 イントラネット内でインターフェースにトラフィックが送信されたときに、セッションが確立

されることを確認します。

アクション セッションが確立されていることを確認するには、以下のタスクを実行します。

1. デバイス R1 で、動作モードの clear security flow session all コマンドを入力し、既存

のすべてのセキュリティ フロー セッションを消去します。

2. デバイス R0 で、動作モードの ping コマンドを入力し、デバイス R3 にトラフィックを送

信します。

129Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第4章: パケットベースの処理



3. デバイス R0 から R3 に R1 経由でトラフィックを送信するように構成した状態を保ちなが

ら、デバイス R1 で、動作モードの show security flow session コマンドを入力します。

注: セッションの確立を確認するには、ping コマンドによってパケットの送受信が

行われている状態で、show security flow session コマンドを入力します。

{device R0}

user@host> ping 10.2.1.2

PING 10.2.1.2 (10.2.1.2): 56 data bytes

64 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=0 ttl=63 time=2.208 ms

64 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.568 ms

64 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.573 ms

64 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.310 ms

64 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.566 ms

64 bytes from 10.2.1.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.569 ms

...

{device R1}

user@host>show security flow session

0 sessions displayed

出力には、R0 から R3 に送信するトラフィックと、セッションが確立されていないことが表示

されます。 この例では、packet-mode アクション モディファイアを持つ bypass-flow-filter

を、企業のイントラネット トラフィックで使用する Internal 1 および Internal 2 の各イン

ターフェースで適用しています。 この出力から、2 つのインターフェース間のトラフィックが

フローベースの転送を正常にバイパスしており、セッションが確立されていないことを確認で

きます。

インターネット トラフィックでのセッション確立の確認

目的 インターネットにトラフィックが送信されたときに、セッションが確立されることを確認しま

す。

アクション インターネットへのトラフィックがフローベースの転送を使用していて、セッションが確立さ

れていることを確認するには、以下のタスクを実行します。

1. デバイス R1 で、動作モードの clear security flow session all コマンドを入力し、既存

のすべてのセキュリティ フロー セッションを消去します。

2. デバイス R0 で、動作モードの ping コマンドを入力し、デバイス R2 にトラフィックを送

信します。

3. R0 から R2 に R1 経由でトラフィックを送信するように構成した状態を保ちながら、デバイ

ス R1 で、動作モードの show security flow session コマンドを入力します。

注: セッションの確立を確認するには、ping コマンドによってパケットの送受信が

行われている状態で、show security flow session コマンドを入力します。
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{device R0}

user@host> ping 1.1.1.2

PING 1.1.1.2 (1.1.1.2): 56 data bytes

64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=0 ttl=63 time=2.326 ms

64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.569 ms

64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.565 ms

64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.563 ms

64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=4 ttl=63 time=2.306 ms

64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=5 ttl=63 time=2.560 ms

64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=6 ttl=63 time=4.130 ms

64 bytes from 1.1.1.2: icmp_seq=7 ttl=63 time=2.316 ms

...

{device R1}

user@host> show security flow session

Session ID: 50522, Policy name: Internet-traffic/4, Timeout: 2

In: 10.1.1.2/12 --> 1.1.1.2/2827;icmp, If: ge-0/0/1.0

Out: 1.1.1.2/2827 --> 10.1.1.2/12;icmp, If: ge-0/0/3.0

Session ID: 50523, Policy name: Internet-traffic/4, Timeout: 2

In: 10.1.1.2/13 --> 1.1.1.2/2827;icmp, If: ge-0/0/1.0

Out: 1.1.1.2/2827 --> 10.1.1.2/13;icmp, If: ge-0/0/3.0

2 sessions displayed

出力には、デバイス R0 から R1 に送信するトラフィックと、確立されたセッションが表示さ

れます。 この例では、packet-mode アクション モディファイアを持つ bypass-flow-filter を、

企業のインターネット トラフィックで使用するインターフェース Internet で適用していませ

ん。 この出力から、インターネットへのトラフィックがフローベースの転送を正常に使用して

いて、セッションが確立されていることを確認できます。

デバイス R3 から R2 にトラフィックを送信し、このセクションのコマンドを使用して、確立

されたセッションを確認します。

関連項目 118ページの選択的ステートレスなパケットベース サービスについて•

• 120ページの選択的ステートレスなパケットベース サービスの構成の概要

• 132ページの例: パケットベースからフローベースへの転送に対する選択的ステートレスなパ

ケットベース サービスの構成

• Junos OS Routing Protocols and Policies Command Reference

• Junos OS Interfaces Command Reference

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• Junos OS システム基本構成ガイド
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例: パケットベースからフローベースへの転送に対する選択的ステートレスなパケットベース
サービスの構成

この例では、パケットベースからフローベースへの転送に対する選択的ステートレスなパケッ

トベース サービスを構成する方法を示します。

• 要件 132ページ

• 概要 132ページ

• 構成 133ページ

• 確認 138ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ステートレス ファイアウォール フィルタを構成する方法について理解します。 『Junos OS

Routing Protocols and Policies Configuration Guide for Security Devices』を参照してくだ

さい。

• 基本接続を確立します。 デバイスの入門ガイドを参照してください。

概要

この例では、各デバイスのインターフェースに対して IP アドレスを構成します。 デバイス

R0 の場合は 9.9.9.9/24 で、R1 の場合は 9.9.9.10/24 および 5.5.5.5/24、R2 の場合は

5.5.5.9/24 です。 デバイス R1 で、ルーティング インスタンス間の内部サービス インター

フェース lt-0/0/0 を設定し、2 つの仮想デバイス間のピア関係を構成します。 次に HOST と

呼ばれるセキュリティ ゾーンを作成し、すべてのインターフェースを割り当てて、サポートさ

れているすべてのアプリケーションとプロトコルを許可するように構成します。

次にポリシーを構成し、すべてのパケットが許可されるように指定します。 また、仮想デバイ

スのルーティング インスタンス Internet-VR を構成し、フローベースの転送に使用するイン

ターフェースを割り当てます。 さらに、デバイス R0、R1、および R2 で OSPF を有効にしま

す。 デバイス R2 では、packet-mode アクション モディファイアを含む条件項目

bypass-flow-term を持つフィルタ bypass-flow-filter を構成します。 一致条件は一切指定

していないため、このフィルタは、フィルタが適用されたインターフェースを通過するすべて

のトラフィックに適用されます。

最後にデバイス R1 で、ファイアウォール フィルタ bypass-flow-filter を内部インターフェー

ス ge-0/0/2.0 および lt-0/0/0.0 に適用します。 Internet-VR ルーティング インスタンス

に関連付けられたインターフェースには、フィルタを適用しません。 これにより、マスター

ルーティング インスタンスに関連付けられた LAN インターフェースを通過するすべてのトラ

フィックはパケットベースの転送を使用し、Internet-VR ルーティング インスタンスを通過す

るすべてのトラフィックはフローベースの転送を使用します。

133ページの図11 は、この例で使用されるネットワーク トポロジを示したものです。
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図 11: パケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパケットベース
サービス

プライベート LAN に向けたインターフェースではセキュリティ サービスを必要としませんが、

WAN に向けたインターフェースではセキュリティが必要になります。 この例では、セキュアお

よび準セキュアなトラフィックに対し、2 つのルーティング インスタンスを構成することで、

パケットベースおよびフローベースの両方の転送を構成します。一方のルーティング インスタ

ンスではパケットベースの転送を処理し、もう一方のインスタンスではフローベースの転送を

処理します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

{device R0}

set interfaces description “Connect to Master VR” ge-0/0/2 unit 0 family inet address

9.9.9.9/24

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/2.0

{device R1}

set interfaces description “Connect to R0” ge-0/0/2 unit 0 family inet address 9.9.9.10/24

set interfaces description “Connect to R2” ge-0/0/3 unit 0 family inet address 5.5.5.5/24

set interfaces lt-0/0/0 unit 0 encapsulation frame-relay dlci 100 peer-unit 1 family inet

address 1.1.1.1/16

set interfaces lt-0/0/0 unit 1 encapsulation frame-relay dlci 100 peer-unit 0 family inet

address 1.1.1.2/16

set security zones security-zone HOST host-inbound-traffic system-services any-service

set security zones security-zone HOST host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone HOST interfaces all

set security policies default-policy permit-all

set routing-instances Internet-VR instance-type virtual-router interface lt-0/0/0.1

set routing-instances Internet-VR instance-type virtual-router interface ge-0/0/3.0

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/2.0

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface lt-0/0/0.0

set routing-instances Internet-VR protocols ospf area 0.0.0.0 interface lt-0/0/0.1

set routing-instances Internet-VR protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/3.0

set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term then accept

set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term then packet-mode

133Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第4章: パケットベースの処理



set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet bypass-flow-filter

set interfaces lt-0/0/0 unit 0 family inet bypass-flow-filter

{device R2}

set interfaces description “Connect to Internet-VR” ge-0/0/3 unit 0 family inet address

5.5.5.9/24

set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/3

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

エンドツーエンドのパケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパケットベース サー

ビスを構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースの IP アドレスを構成します。

{device R0}

[edit]

user@host# set interfaces description “Connect to Master VR” ge-0/0/2 unit 0 family

inet address 9.9.9.9/24

{device R1}

[edit]

user@host# set interfaces description “Connect to R0” ge-0/0/2 unit 0 family inet

address 9.9.9.10/24

user@host# set interfaces description “Connect to R2” ge-0/0/3 unit 0 family inet

address 5.5.5.5/24

{device R2}

[edit]

user@host# set interfaces description “Connect to Internet-VR” ge-0/0/3 unit 0

family inet address 5.5.5.9/24

2. ルーティング インスタンス間の内部サービス インターフェースを設定します。

{device R1}

[edit]

user@host# set interfaces lt-0/0/0 unit 0 encapsulation frame-relay dlci 100 peer-unit

1 family inet address 1.1.1.1/16

user@host# set interfaces lt-0/0/0 unit 1 encapsulation frame-relay dlci 100 peer-unit

0 family inet address 1.1.1.2/16

3. セキュリティ ゾーンを構成します。

{device R1}

[edit]

user@host# set security zones security-zone HOST host-inbound-traffic system-services

any-service

user@host# set security zones security-zone HOST host-inbound-traffic protocols all

user@host# set security zones security-zone HOST interfaces all

4. ポリシーを構成します。

{device R1}

[edit]

user@host# set security policies default-policy permit-all

5. 仮想デバイスのルーティング インスタンスを構成します。
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{device R1}

[edit]

user@host# set routing-instances Internet-VR instance-type virtual-router interface

lt-0/0/0.1

user@host# set routing-instances Internet-VR instance-type virtual-router interface

ge-0/0/3.0

6. ネットワークのすべてのインターフェースで、OSPF を有効にします。

{device R0}

[edit]

user@host# set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/2.0

{device R1 for Master-VR}

[edit]

user@host# set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/2.0

user@host# set protocols ospf area 0.0.0.0 interface lt-0/0/0.0

{device R1 for Internet-VR}

[edit]

user@host# set routing-instances Internet-VR protocols ospf area 0.0.0.0 interface

lt-0/0/0.1

user@host# set routing-instances Internet-VR protocols ospf area 0.0.0.0 interface

ge-0/0/3.0

{device R2}

[edit]

user@host# set protocols ospf area 0.0.0.0 interface ge-0/0/3

7. ファイアウォール フィルタを作成し、パケットベースの転送トラフィックに対する条件

項目を定義します。

{device R1}

[edit]

user@host# set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term

then accept

user@host# set firewall family inet filter bypass-flow-filter term bypass-flow-term

then packet-mode

8. 関連するインターフェースにファイアウォール フィルタを適用します。

{device R1}

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet bypass-flow-filter

user@host# set interfaces lt-0/0/0 unit 0 family inet bypass-flow-filter

結果 構成モードで、show interfaces、show protocols、show security、show routing-instances、お

よび show firewall の各コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と

合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

{device R0}

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/2 {

description “Connect to Master-VR”

unit 0 {

family inet {

address 9.9.9.9/24
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}

}

}

{device R0}

[edit]

user@host# show protocols

ospf {

area 0.0.0.0/0 {

interface ge-0/0/2.0;

}

}

{device R2}

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/3 {

description “Connect to Internet-VR”

unit 0 {

family inet {

address 5.5.5.9/24;

}

}

}

{device R2}

[edit]

user@host# show protocols

ospf {

area 0.0.0.0/0 {

interface ge-0/0/3.0;

}

}

{device R1}

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/2 {

description “Connect to R0”

unit 0 {

family inet {

filter {

input bypass-flow-filter;

}

address 9.9.9.10/24;

}

}

}

lt-0/0/0 {

unit 0 {

encapsulation frame-relay;

dlci 100;

peer-unit 1;

family inet {

filter {

input bypass-flow-filter

}
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address 1.1.1.1/16;

}

}

unit 1{

encapsulation frame-relay;

dlci 100;

peer-unit 0;

family inet {

address 1.1.1.2/16;

}

}

}

{device R1}

[edit]

user@host# show protocols

ospf {

area 0.0.0.0/0 {

interface ge-0/0/2.0;

interface lt-0/0/0.0;

}

}

{device R1}

[edit]

user@host# show firewall

filter bypass-flow-filter {

term bypass-flow-term {

then {

packet-mode;

accept;

}

}

}

{device R1}

[edit]

user@host# show routing-instances

Internet-VR {

instance-type virtual-router;

interface lt-0/0/0.1;

interface ge-0/0/3.0;

protocols {

ospf {

area 0.0.0.0 {

interface ge-0/0/3.0;

lt-0/0/0.1;

}

}

}

}

{device R1}

[edit]

user@host# show security

zones {

security-zone HOST {

host-inbound-traffic {

system-services {
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any-service;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

all;

}

}

}

policies {

default-policy {

permit-all;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認します。

• パケットベースからフローベースへの構成の確認 138ページ

• LAN トラフィックでのセッション確立の確認 138ページ

• インターネット トラフィックでのセッション確立の確認 139ページ

パケットベースからフローベースへの構成の確認

目的 パケットベースからフローベースの転送に対して選択的ステートレスなパケットベース サービ

スが構成されていることを確認します。

アクション 構成モードで、show interfaces、show protocols、show security、show routing-instances、お

よび show firewall の各コマンドを入力します。

ファイアウォール フィルタ、ルーティング インスタンス、インターフェース、およびポリシー

の目的の構成が出力に表示されることを確認します。

各条件項目が、パケットをテストする順序で一覧表示されていることを確認します。 ファイア

ウォール フィルタ内の条件項目は、insert コマンドを使用することで移動できます。

LAN トラフィックでのセッション確立の確認

目的 LAN 内のインターフェースでトラフィックが送信されたときに、セッションが確立されること

を確認します。

アクション セッションが確立されていることを確認するには、以下のタスクを実行します。

1. デバイス R1 で、動作モードから clear security flow session all コマンドを入力し、既

存のすべてのセキュリティ フロー セッションを消去します。
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2. デバイス R0 で、動作モードから ping コマンドを入力し、デバイス Master-VR にトラフィッ

クを送信します。

3. デバイス R1 で、デバイス R0 から R1 にトラフィックを送信するように構成した状態を保

ちながら、動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

注: セッションの確立を確認するには、ping コマンドによってパケットの送受信が

行われている状態で、show security flow session コマンドを入力します。

{device R0}

user@host> ping 1.1.1.1

PING 1.1.1.1 (1.1.1.1): 56 data bytes

64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=0 ttl=63 time=2.208 ms

64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=1 ttl=63 time=2.568 ms

64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=2 ttl=63 time=2.573 ms

64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=3 ttl=63 time=2.310 ms

64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=4 ttl=63 time=1.566 ms

64 bytes from 1.1.1.1: icmp_seq=5 ttl=63 time=1.569 ms

...

{device R1}

user@host> show security flow session

0 sessions displayed

出力には、R0 から Master-VR に送信するトラフィックと、セッションが確立されていないこと

が表示されます。 この例では、packet-mode アクション モディファイアを持つ

bypass-flow-filter を、企業の LAN トラフィックで使用する ge-0/0/0 および lt-0/0/0.0 の

各インターフェースで適用しています。 この出力から、2 つのインターフェース間のトラフィッ

クがフローベースの転送を正常にバイパスしており、セッションが確立されていないことを確

認できます。

インターネット トラフィックでのセッション確立の確認

目的 インターネットにトラフィックが送信されたときに、セッションが確立されることを確認しま

す。

アクション インターネットへのトラフィックがフローベースの転送を使用していて、セッションが確立さ

れていることを確認するには、以下のタスクを実行します。

1. デバイス R1 で、動作モードから clear security flow session all コマンドを入力し、既

存のすべてのセキュリティ フロー セッションを消去します。

2. デバイス R0 で、動作モードから ping コマンドを入力し、デバイス R2 にトラフィックを

送信します。

3. R0 から R2 に R1 経由でトラフィックを送信するように構成した状態を保ちながら、デバイ

ス R1 で、動作モードから show security flow session コマンドを入力します。
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注: セッションの確立を確認するには、ping コマンドによってパケットの送受信が

行われている状態で、show security flow session コマンドを入力します。

{device R0}

user@host> ping 5.5.5.9

PING 5.5.5.9 (5.5.5.9): 56 data bytes

64 bytes from 5.5.5.9: icmp_seq=0 ttl=62 time=2.593 ms

64 bytes from 5.5.5.9: icmp_seq=1 ttl=62 time=2.562 ms

64 bytes from 5.5.5.9: icmp_seq=2 ttl=62 time=2.563 ms

64 bytes from 5.5.5.9: icmp_seq=3 ttl=62 time=2.561 ms

64 bytes from 5.5.5.9: icmp_seq=4 ttl=62 time=2.310 ms

64 bytes from 5.5.5.9: icmp_seq=5 ttl=62 time=3.880 ms

...

{device R1}

user@host> show security flow session

Session ID: 189900, Policy name: default-policy/2, Timeout: 2

In: 9.9.9.9/0 --> 5.5.5.9/5924;icmp, If: lt-0/0/0.1

Out: 5.5.5.9/5924 --> 9.9.9.9/0;icmp, If: ge-0/0/3.0

Session ID: 189901, Policy name: default-policy/2, Timeout: 2

In: 9.9.9.9/1 --> 5.5.5.9/5924;icmp, If: lt-0/0/0.1

Out: 5.5.5.9/5924 --> 9.9.9.9/1;icmp, If: ge-0/0/3.0

Session ID: 189902, Policy name: default-policy/2, Timeout: 4

In: 9.9.9.9/2 --> 5.5.5.9/5924;icmp, If: lt-0/0/0.1

Out: 5.5.5.9/5924 --> 9.9.9.9/2;icmp, If: ge-0/0/3.0

3 sessions displayed

出力には、デバイス R0 から R2 に送信するトラフィックと、確立されたセッションが表示さ

れます。 この例では、packet-mode アクション モディファイアを持つ bypass-flow-filter を、

企業のインターネット トラフィックで使用するルーティング インスタンス Internet-VR で適

用していません。 この出力から、インターネットへのトラフィックがフローベースの転送を正

常に使用していて、セッションが確立されていることを確認できます。

セッションは、トラフィックが lt-0/0/0.1 と ge-0/0/3 の間で流れているときに確立され、ト

ラフィックが ge-0/0/2 と lt-0/0/0.0 の間で流れているときには確立されない点に注意してく

ださい。

関連項目 118ページの選択的ステートレスなパケットベース サービスについて•

• 120ページの選択的ステートレスなパケットベース サービスの構成の概要

• 122ページの例: エンドツーエンドのパケットベースの転送に対する選択的ステートレスなパ

ケットベース サービスの構成

• Junos OS Routing Protocols and Policies Command Reference

• Junos OS Interfaces Command Reference
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• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• Junos OS システム基本構成ガイド

サービスの負荷軽減ソリューションについて

ハイエンドの SRX シリーズ デバイスでは、サービス処理ユニット（SPU）とデータ パスにあ

るバッファの複数のステージでパケットが処理されるため、パケット処理のレイテンシが長く

なります。

この機能にはローカル転送ソリューションが導入されており、ファストパス パケットは、ス

イッチ ファブリックまたは SPU を通過せずに I/O カード（IOC）上のネットワーク プロセッ

サによって処理されます。 このソリューションによって、パケット処理のレイテンシが削減さ

れます。

さまざまなシナリオにおけるネットワーク プロセッサの動作は、以下のとおりです。

• First-path flow—最初のパスのフローは、現在のネットワーク プロセッサのフロー処理と同

じです。 最初のパケットがネットワーク プロセッサに到着すると、ネットワーク プロセッ

サは TCP または UDP パケットを解析して 5 タプル キーを抽出し、フロー テーブルでセッ

ション ルックアップを実行します。 次に、最初のパケットを中央ポイントに転送します。

これが最初のパケットであるため、この時点では中央ポイントは一致を見つけられません。

中央ポイントと SPU がセッションを作成して、ユーザーが構成したポリシーに対して照合

し、そのセッションが通常のセッションなのかサービスの負荷軽減セッションなのかを特定

します。 ユーザーが、サービスの負荷軽減によってセッションを処理するように指定してい

る場合、SPU はネットワーク プロセッサのフロー テーブルにセッション エントリを作成

し、セッション エントリ テーブルでサービスの負荷軽減フラグを有効にします。そうでな

い場合、SPU は、サービスの負荷軽減フラグを有効にせずに、ネットワーク プロセッサで通

常のセッション エントリを作成します。

• Fast-path flow—ネットワーク プロセッサでセッション エントリが作成されると、セッショ

ンの後続のパケットは、セッション エントリ テーブルと一致します。

注: サービスの負荷軽減パスは、イングレス ポートとエグレス ポートが同じネッ

トワーク プロセッサに属するセッションをサポートしています。

• サービスの負荷軽減フラグが設定されていない場合、ネットワーク プロセッサは、セッ

ション エントリ テーブルで指定されている SPU にパケットを転送します。 パケットに

は、通常のフロー処理が実行されます。

• ネットワーク プロセッサがサービスの負荷軽減フラグを見つけると、パケットをローカル

に処理し、以下の手順で説明されているように、そのパケットを直接送出します。

1. ネットワーク プロセッサが、パケットの TTL をチェックして削減します。 TTL が 0

の場合、ネットワーク プロセッサは、そのパケットをドロップします。 また、ネット

ワーク プロセッサは、ドロップされたパケットについて SPU に通知し、セッション

エントリのバイト カウンタとパケット カウンタを更新する場合もあります。

2. ネットワーク プロセッサが、前のエントリに対してパケットのシーケンス番号をチェッ

クします。 シーケンス番号が許容されたストレージ制限を超えている場合、ネットワー
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ク プロセッサはパケットをドロップします。 また、セッション エントリのシーケン

ス番号も更新します。 ネットワーク プロセッサの最大ストレージ制限は、64 KB で

す。

ネットワーク プロセッサに設置されたセッションには、初期シーケンス番号が含まれ

ていません。 そのため、ネットワーク プロセッサのフロー エントリと一致する最初

のパケットは、シーケンスがチェックされません。

3. シーケンス チェックの実行中、ネットワーク プロセッサは TCP ウィンドウのスケー

リングをサポートします。 セッションが作成されると、SPU は、サービスの負荷軽減

セッションでスケール係数を指定します。 ネットワーク プロセッサは、このスケール

係数を使用し、最大サイズを超えてウィンドウ サイズを拡大します。

4. パケットが FIN（処理済みデータ）または RST（リセット接続）パケットの場合、ネッ

トワーク プロセッサはパケットの内容を復元し、そのパケットを通常のデータ パケッ

トとして SPU に送信します。

5. セッション テーブルでメディア アクセス制御（MAC）アドレスが更新されていない場

合、ネットワーク プロセッサはパケットのレイヤー 2 ヘッダーを更新します。 さら

に、ソース MAC アドレスとしてセッション テーブルでレイヤー 2 アドレスを更新し、

セッション テーブルに保存されている情報に従って宛先 MAC アドレスを更新します。

6. ネットワーク プロセッサは、VLAN ビットが L2 ヘッダーで設定されているかどうかも

チェックし、パケット サイズを調整して VLAN 情報を更新します。 また、VLAN ID お

よびイーサネット タイプの各情報も、セッション テーブルから収集されます。

7. パケットで NAT フラグが設定されている場合、ネットワーク プロセッサは、セッショ

ン テーブルからソース ポートと IP アドレスの情報を収集し、新しい IP アドレスと

ポート番号で、パケットの古いエントリを上書きします。

8. ネットワーク プロセッサは、エグレスでセッションから IFL インデックスを抽出し、

エグレス キュー番号を更新します。

9. ネットワーク プロセッサは、IP チェックサムおよび TCP/UDP チェックサムを更新し

ます。

10.ネットワーク プロセッサは、パケットを送出します。

11.ネットワーク プロセッサは、パケットの追加コピーも SPU に送信します。 次に、そ

のセッションの統計を更新します。

12.ネットワーク プロセッサは、サニティ チェックまたはその他の理由により、サービス

の負荷軽減セッション フラグを持つドロップされたパケットをカウントするカウンタ

をローカルに更新します。 ただし、ドロップされたパケットのコピーは、SPU に送信

しません。

注: サービスの負荷軽減セッション フラグを持つドロップされたパケット

（失敗したサニティ チェック）をカウントするカウンタは、ネットワーク

プロセッサでローカルに保持されます。 ドロップされたパケットのコピー

は、SPU に送信されません。
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注: ネットワーク プロセッサの高速転送機能は、1 ファンアウト マルチキャス

ト セッションをサポートしています。 また、セッションのエグレス ポートが、

イングレス ポートの同じネットワーク プロセッサに関連付けられている必要が

あります。 他のすべてのマルチキャストについては、通常のセッションとして処

理する必要があります。

• NAT process— SPU は、内部 IP アドレスまたはポートと外部 IP アドレスまたはポートの間

でマッピングを行う役割を持ちます。 セッションの最初のパケットが到着すると、SPU は

IP アドレスまたはポート マッピングを割り当て、ネットワーク プロセッサのセッション

エントリに情報を保存します。 NAT フラグが設定されている場合、ネットワーク プロセッ

サは実際のパケット変更を実行します。

• Session age-out— サービスの負荷軽減セッションに対するトラフィックのスループットを向

上するため、事前定義された期間ごとにパケットのコピーが SPU に送信され、SPU でのパ

ケット処理要求が低減されます。 SPU に送信されるパケットのコピー数を制限するため、各

サービスの軽減セッションに対してタイムスタンプが実装されています。 これにより、ネッ

トワーク プロセッサは、最後のセッション一致から経過した時間を計算することができま

す。 経過時間が事前定義された期間よりも長い場合、ネットワーク プロセッサはパケット

のコピーを SPU に送信し、セッションのタイムスタンプを更新します。

• Session termination and deletion— FIN または RST フラグを持つ IP パケットを受信する

と、ネットワーク プロセッサは、そのパケットを SPU に転送します。 次に、SPU がその

セッションを削除します。 FIN または RST パケットが受信された後でも、ネットワーク プ

ロセッサはセッションのステータスを変更しません。 トランジット セッション中は、パケッ

トの受信と処理を続行します。

関連項目 143ページのサービスの負荷軽減ライセンスの概要•

サービスの負荷軽減ライセンスの概要

デバイスでサービスの負荷軽減ソリューションを有効にするには、サービスの負荷軽減ライセ

ンスが必要です。

Enabling and disabling services-offload— サービスの負荷軽減ライセンス キーをインストー

ルしたら、ネットワーク プロセッサを持つシャーシをサービスの負荷軽減モードで再起動し

て、サービスの負荷軽減ファームウェアをインストールする必要があります。 次回以降のシス

テム再起動時は、サービスの負荷軽減モードのネットワーク プロセッサが、サービスの負荷軽

減ファームウェア イメージとともに自動的にロードされます。 サービスの負荷軽減を無効に

したら、デバイスを再起動する必要があります。

License key validation— シャーシの処理では、ライセンス キーの検証が実行されます。 I/O

カードがサービスの負荷軽減モードでアクティブ化されている場合、シャーシの処理によって、

シャーシでのサービスの負荷軽減ライセンスの有効性がチェックされます。 サービスの負荷軽

減ライセンスが有効で、ネットワーク プロセッサでサービスの負荷軽減が有効になっている場

合、シャーシの処理によってネットワーク プロセッサのサービスの負荷軽減モードがオンにな

ります。
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中央ポイント モードのライセンス キーのイベント ロギングは、Junos OS ライセンス キーの

インフラストラクチャ仕様に従って動作します。

ネットワーク プロセッサのサービスの負荷軽減モードは、以下の手順で有効にできます。

• シャーシにサービスの負荷軽減ライセンスをインストールします。

• 選択したネットワーク プロセッサで、サービスの負荷軽減モードを設定します。

• サービスの負荷軽減ネットワーク プロセッサを含む I/O カードを再起動し、サービスの負

荷軽減ファームウェア イメージをネットワーク プロセッサにロードします。

• ポリシーを構成して、ファストパスをたどるトラフィックを定義します。

注: SRX5600 および SRX5800 デバイスでは、IOC PIC でサービスの負荷軽減を有効

にします。 SRX3400 および SRX3600 デバイスでは、ネットワーク プロセッサで

サービスの負荷軽減を有効にします。

ネットワーク プロセッサ

でのサービスの負荷軽減

の構成

ネットワーク プロセッサをサービスの負荷軽減モードに構成します。

注: サービスの負荷軽減を実行するようにネットワーク プロセッサが構成されてい

る場合、初期化中に、FPC CPU がネットワーク プロセッサに特別なイメージをロー

ドします。

[edit]

user@host# set chassis fpc 1 pic 0 services-offload

user@host# set chassis fpc 1 pic 1 services-offload

user@host# set chassis fpc 5 pic 0 services-offload

サービスの負荷軽減モー

ドがネットワーク プロ

show configuration chassis

fpc 1 {

pic 0 {
セッサで構成されている

ことを確認する
services-offload;

}

pic 1 {

services-offload;

}

}

fpc 5 {

pic 0 {

services-offload;

}

}

関連項目 • 141ページのサービスの負荷軽減ソリューションについて
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第2部

セキュリティ ゾーンとインターフェース

• セキュリティ ゾーンとインターフェース 147ページ
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第5章

セキュリティ ゾーンとインターフェース

• セキュリティ ゾーンとインターフェースの概要 147ページ

• セキュリティ ゾーン 149ページ

• ホストインバウンド トラフィック 152ページ

• プロトコル 157ページ

• TCP-Reset パラメータ 161ページ

• DNS 162ページ

セキュリティ ゾーンとインターフェースの概要

インターフェースは、Juniper Networks デバイスにトラフィックが出入りする出入口として機

能します。 多くのインターフェースが同じセキュリティ要件を共有しますが、インターフェー

スによっては、インバウンドおよびアウトバウンド データ パケットに対して異なるセキュリ

ティ要件を持つ場合があります。 同じセキュリティ要件を持つインターフェースは、1 つの

security zoneにグループ化することができます。

security zoneとは、ポリシー経由のインバウンド トラフィックおよびアウトバウンド トラ

フィックの規制を必要とする 1 つまたは複数のネットワークセグメントの集まりです。

セキュリティ ゾーンとは、1 つまたは複数のインターフェースがバインドされた論理エンティ

ティです。 さまざまなタイプの Juniper Networks デバイスを使用して、複数のセキュリティ

ゾーンを定義できます。

各セグメントのニーズに応じてさまざまなセキュリティ オプションを適用できるように、1 つ

のデバイス上でネットワークをセグメントに分割し、複数のセキュリティ ゾーンを構成するこ

とができます。 最小限、基本的にネットワークの 1 つのエリアを他から保護する 2 つのセ

キュリティ ゾーンを定義する必要があります。 セキュリティ プラットフォームには、複数の

セキュリティ アプライアンスを配備しなくても、多数のセキュリティ ゾーンを定義して、ネッ

トワーク セキュリティ設計上の細分性を高めることができるものもあります。

セキュリティ ポリシーから見ると、あるセキュリティ ゾーンにトラフィックが入り、別のセ

キュリティ ゾーンから出ていくということになります。 この from-zone と to-zone の組み合

わせは、 コンテキストとして定義されます。 各コンテキストは、順序付けされたポリシーの

リストで構成されています。 詳細については、187ページの「「セキュリティ ポリシーの概

要」」を参照してください。
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このトピックには以下のセクションがあります。

• セキュリティ ゾーン インターフェースについて 148ページ

• インターフェース ポートについて 148ページ

セキュリティ ゾーン インターフェースについて

セキュリティ ゾーンのインターフェースは、TCP/IP トラフィックが、そのゾーンと他のゾー

ンの間を通過する際の出入口といえます。

ポリシーを定義することによって、トラフィックが一方向に流れるかまたは双方向に流れるか

を指定します。 ルートを定義することによって、あるゾーンから別のゾーンへ送信されるトラ

フィックが使用するべきインターフェースを指定します。 1 つのゾーンには複数のインター

フェースをバインドできるため、ルートを計画しておくことは選択したインターフェースにト

ラフィックを導くために重要です。

インターフェースには、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、またはその両方で構成することがで

きます。

インターフェース ポートについて

J シリーズ サービス ルーターでは、システムのインターフェース ポートは、物理インター

フェース モジュール（PIM）に配置されています。このモジュールは、デバイスのスロットに

設置できます。 また、各デバイスのスロット 0 には、4 つのギガビット イーサネット ポー

トが内蔵されています。 各物理ポートには、複数の論理インターフェースを設定することが可

能で、それぞれ他の論理ユニットとは異なるプロパティで構成することができます。

各インターフェースは、タイプ、スロット番号、モジュール番号（常に 0）、ポート番号、お

よび論理ユニット番号によって名前が付けられます。 ポート番号は、0 から始まります。 イ

ンターフェース名は、以下の形式です。

type-pim/0/port.logical-unit-number

たとえば、スロット 3 に設置された T1 PIM のポート 1 のインターフェースは、t1-3/0/1 と

いう名前になります。 インターフェースの論理ユニット 1 は、t1-3/0/1.1 という名前になり

ます。 内蔵されたギガビット イーサネット インターフェースは、ge-0/0/0 ～ ge-0/0/3 と

いう名前になります。

インターフェースおよびインターフェース名の詳細については、『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 149ページの機能ゾーンについて

• 149ページのセキュリティ ゾーンについて

• 150ページの例: セキュリティ ゾーンの作成

• 152ページのトラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法につ

いて
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セキュリティ ゾーン

• 機能ゾーンについて 149ページ

• セキュリティ ゾーンについて 149ページ

• 例: セキュリティ ゾーンの作成 150ページ

機能ゾーンについて

機能ゾーンは、管理インターフェースなど、特別な目的で使用されます。 現在のところ、管理

（MGT）ゾーンだけがサポートされています。 管理ゾーンは、以下の特性を持ちます。

• 管理ゾーンは、管理インターフェースをホストします。

• 管理ゾーンに入るトラフィックは、ポリシーと一致しません。そのため、管理インターフェー

スで受信されたトラフィックは、他のインターフェースから出ることができません。

• 管理ゾーンは、専用の管理インターフェースでのみ使用できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 147ページのセキュリティ ゾーンとインターフェースの概要

• 149ページのセキュリティ ゾーンについて

• 150ページの例: セキュリティ ゾーンの作成

セキュリティ ゾーンについて

セキュリティ ゾーンとは、ポリシー用のビルディング ブロックであり、1 つまたは複数のイ

ンターフェースがバインドされた論理エンティティです。 セキュリティ ゾーンにより、ホス

トのグループ（サーバーなど、ユーザー システムとその他のホスト）とそのリソースを相互に

区別し、個別のセキュリティ対策を適用することができます。

セキュリティ ゾーンは、以下のプロパティを持ちます。

• ポリシー — トランジット トラフィックに対してルール（ファイアウォールを通過できるト

ラフィックと、トラフィックがファイアウォールを通過したときに実行する必要があるアク

ション）を強制するアクティブなセキュリティ ポリシーです。 詳細については、187ページ

の「「セキュリティ ポリシーの概要」」を参照してください。

• スクリーニング — Juniper Networks のステートフル ファイアウォールは、1 つのセキュリ

ティ ゾーンから別のセキュリティ ゾーンへの通過を必要とする接続試行をすべて検査して

許可または拒否することによって、ネットワークの安全を確保します。 すべてのセキュリ

ティ ゾーンでは、デバイスが潜在的に危険であると判断したさまざまなトラフィックを検出

し、ブロックする事前定義されたスクリーニング オプションのセットを使用可能にできま

す。 詳細については、1191ページの「「偵察阻止の概要」」を参照してください。

• アドレス帳 — アドレス帳は IP アドレスとアドレス セットで構成されています。これによ

り、ポリシーを適用できるように、メンバーを識別します。 アドレス帳エントリには、IPv4

アドレス、IPv6 アドレス、およびドメイン名システム（DNS）の名前の任意の組み合わせを

含めることができます。 詳細については、178ページの「「例: アドレス帳とアドレス セッ

トの構成」」を参照してください。
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• TCP-RST — この機能が有効になっている場合、既存のセッションと一致せず、SYNchronize

フラグが設定されていないトラフィックが到着すると、システムは RESET フラグが設定され

た TCP セグメントを送信します。

• インターフェース — ゾーン内のインターフェースのリストです。

セキュリティ ゾーンには、以下の事前構成されたゾーンがあります。

• Trust ゾーン — 出荷時の構成でのみ使用可能で、デバイスへの初期接続に使用します。 構

成をコミットした後は、Trust ゾーンを上書きできます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 147ページのセキュリティ ゾーンとインターフェースの概要

• 149ページの機能ゾーンについて

• 150ページの例: セキュリティ ゾーンの作成

例: セキュリティ ゾーンの作成

この例では、ゾーンを構成し、インターフェースを割り当てる方法を示します。 セキュリティ

ゾーンを構成する場合は、多くのパラメータを同時に指定できます。

• 要件 150ページ

• 概要 150ページ

• 構成 151ページ

• 確認 152ページ

要件

始める前に、ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

概要

セキュリティ ゾーンのインターフェースは、TCP/IP トラフィックが、そのゾーンと他のゾー

ンの間を通過する際の出入口といえます。

注: デフォルトでは、インターフェースは Null ゾーンに配置されています。 ゾー

ンに割り当てられるまで、インターフェースはトラフィックを通過させません。

注: SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、セキュリティ

ゾーン内に 2000 個のインターフェースを構成できます。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.12.12.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet6 address fa:43::21/96

set security security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ゾーンを構成し、インターフェースを割り当てるには、以下の手順に従います。

1. イーサネット インターフェースを構成し、IPv4 アドレスを割り当てます。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.12.12.1/24

2. イーサネット インターフェースを構成し、IPv6 アドレスを割り当てます。

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet6 address fa:43::21/96

3. セキュリティ ゾーンを構成し、イーサネット インターフェースに割り当てます。

user@host# set security security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0

結果 構成モードで、show security zones security-zone ABC および show interfaces ge-0/0/1 の各

コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この

例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

user@host# show security zones security-zone ABC

...

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

...

}

}

[edit]

user@host# show interfaces ge-0/0/1

...

unit 0 {

family inet {

address 10.12.12.1/24;

}

family inet6 {

address fe:43::21/96;

}

}
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デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ログを使用したトラブルシューティング 152ページ

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して問題を特定します。

アクション 動作モードで show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 147ページのセキュリティ ゾーンとインターフェースの概要

• 149ページの機能ゾーンについて

• 149ページのセキュリティ ゾーンについて

ホストインバウンド トラフィック

• トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について 152ページ

• ホストインバウンド トラフィックに対してサポートされているシステム サービス 153ページ

• 例: トラフィック タイプに基づいたインバウンド トラフィックの制御 155ページ

トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について

このトピックでは、ゾーンを構成して、インターフェースに直接接続されているシステムから

デバイスに到達できるトラフィックの種類を指定する方法について説明します。

以下の点に注意してください。

• これらのパラメータは、ゾーン レベル（この場合、ゾーンのすべてのインターフェースに影

響します）またはインターフェース レベルで構成できます （インターフェースの構成は、

ゾーンの構成よりも優先されます）。

• 予期されるすべてのホストインバウンド トラフィックを有効にする必要があります。 デフォ

ルトでは、このデバイス宛てのインバウンド トラフィックがドロップされます。

• 動的ルーティング プロトコルで使用できるようにゾーンのインターフェースを構成すること

もできます。

この機能を使用することで、任意のインターフェースに直接または間接的に接続されたシステ

ムから開始された攻撃に対して、デバイスを保護することができます。 また、特定のインター

フェースの特定のアプリケーションを使用して管理者が管理できるように、デバイスを選択的

に構成することもできます。 ゾーンの同一または異なるインターフェースに対して、他のアプ

リケーションの使用を禁止することができます。 たとえば、部外者がシステムに接続できない

ようにするため、Telnet アプリケーションを使用したインターネットからデバイスへのログイ

ンを禁止するといった使い方が考えられます。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 147ページのセキュリティ ゾーンとインターフェースの概要

• 153ページのホストインバウンド トラフィックに対してサポートされているシステム サービ

ス

• 161ページのTCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを特定する方法について

• 155ページの例: トラフィック タイプに基づいたインバウンド トラフィックの制御

ホストインバウンド トラフィックに対してサポートされているシステム サービス

このトピックでは、指定されたゾーンまたはインターフェースのホストインバウンド トラフィッ

クに対してサポートされているシステム サービスについて説明します。

たとえば、ゾーン ABC のインターフェース 1.3.1.4 に接続されたシステムのユーザーが、ゾー

ン ABC のインターフェース 2.1.2.4 に Telnet 接続するとします。 このアクションを許可す

るには、両方のインターフェースで Telnet アプリケーションを許可されたインバウンド サー

ビスとして構成し、トラフィックの通過をポリシーで許可する必要があります。

153ページの表12 は、ホストインバウンド トラフィックで使用できるシステム サービスを示し

たものです。

表12: ホストインバウンド トラフィックに対応したシステム サービス

ホストインバウンド システム サービス

any-serviceall

fingerdns

httpftp

indent-resethttps

netconfike

pingntp

reverse-telnetreverse-ssh

rpmrlogin

siprsh

snmp-trapsnmp

telnetssh

traceroutetftp

xnm-sslxnm-clear-text
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注: SRX シリーズ サービス ゲートウェイでは、出荷時のデフォルト構成で

xnm-clear-text フィールドが有効になっています。 この設定により、デバイスが出

荷時の設定で動作している場合に、デバイスの Trust ゾーンで Junos XML プロト

コルの入力トラフィックが有効になります。 出荷時の設定は、ユーザー定義の構成

に置き換え、ボックスの構成時にセキュリティが強化されるようにすることをお勧

めします。 xnm-clear-text フィールドは、CLI コマンド delete system services

xnm-clear-text を使用して手動で削除する必要があります。

154ページの表13 は、ホストインバウンド トラフィックで使用できるサポート対象のプロトコ

ルを示したものです。

表13: ホストインバウンド トラフィックに対応したプロトコル

プロトコル

bfdall

dvmrpbgp

msdpigmp

nhrpospf

ospf3pgm

pimrip

ripngsap

vrrp

注: すべてのサービス（DHCP および BOOTP を除く）は、ゾーン単位またはインター

フェース単位で構成できます。 DHCP サーバーは、インターフェース単位でのみ構

成されます。これは、DHCP 応答を送出するためには、受信インターフェースがサー

バーから既知の状態でなければならないためです。

注: 隣接ノード発見プロトコル（NDP）はデフォルトで有効になっているため、ホス

トインバウンド トラフィックで NDP を構成する必要はありません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 152ページのトラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法につ

いて

• 155ページの例: トラフィック タイプに基づいたインバウンド トラフィックの制御
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例: トラフィック タイプに基づいたインバウンド トラフィックの制御

この例では、トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを構成する方法を示

します。

• 要件 155ページ

• 概要 155ページ

• 構成 155ページ

• 確認 157ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースの構成 『Junos OS Interfaces Configuration Guide for

Security Devices』を参照してください。

• インバウンド トラフィックのタイプについて理解しておきます。 152ページの「「トラフィッ

ク タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について」」を参照してく

ださい。

概要

システム サービスの実行を許可することで、ゾーンを指定し、インターフェースに直接接続さ

れているシステムからデバイスに到達できるトラフィックのタイプを指定することができます。

各システム サービスは、ゾーン レベル（この場合、ゾーンのすべてのインターフェースに影

響します）またはインターフェース レベルで構成できます （インターフェースの構成は、ゾー

ンの構成よりも優先されます）。

予期されるすべてのホストインバウンド トラフィックを有効にする必要があります。 デバイ

スのインターフェースに直接接続されているデバイスからのインバウンド トラフィックは、デ

フォルトではドロップされます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone ABC host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic

system-services telnet

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic

system-services ftp

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic

system-services snmp

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

system-services ftp except

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

system-services http except
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを構成するには、以下の手順に従

います。

1. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone ABC

2. すべてのシステム サービスでインバウンド トラフィックをサポートするようにセキュリ

ティ ゾーンを構成します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

3. 最初のインターフェースに対して、ゾーン レベルではなく、インターフェース レベルで

Telnet、FTP、および SNMP システム サービスを構成します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic system-services telnet

user@host# set interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic system-services ftp

user@host# set interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic system-services snmp

4. 2 つ目のインターフェースのすべてのシステム サービスでインバウンド トラフィックを

サポートするようにセキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services all

5. 2 つ目のインターフェースから、FTP および HTTP システム サービスを除外します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services ftp except

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services http except

結果 構成モードで、show security zones security-zone ABC コマンドを入力して構成内容を確認し

ます。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

[edit]

user@host# show security zones security-zone ABC

host-inbound-traffic {

system-services {

all;
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}

}

interfaces {

ge-0/0/1.3 {

host-inbound-traffic {

system-services {

ftp;

telnet;

snmp;

}

}

}

ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

ftp {

except;

}

http {

except;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ログを使用したトラブルシューティング 157ページ

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して問題を特定します。

アクション 動作モードで show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 152ページのトラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法につ

いて

• 153ページのホストインバウンド トラフィックに対してサポートされているシステム サービ

ス

プロトコル

• プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について 158ページ

• 例: プロトコルに基づいたインバウンド トラフィックの制御 159ページ
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プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について

このトピックでは、指定されたゾーンまたはインターフェースのインバウンド システム プロ

トコルについて説明します。

ホストインバウンド トラフィック オプションで示されているプロトコルに対応するホストイ

ンバウンド トラフィックであれば、どのようなものでも許可されます。 たとえば、構成内の

どこかでデフォルト以外のポート番号にプロトコルをマップすると、ホストインバウンド トラ

フィック オプションでプロトコルを指定できます。この場合、新しいポート番号が使用されま

す。 158ページの表14 は、サポートされているプロトコルを示したものです。 値 all は、以

下のすべてのプロトコルからのトラフィックが、指定されたインターフェース（ゾーンまたは

指定された単一のインターフェース）においてインバウンドが許可されることを示します。

表14: サポートされているインバウンド システム プロトコル

サポートされているシステム サービス

sappimigmpall

vrrpripldpbfd

nhrpripngmsdpbgp

rsvpospfdvmrprouter-discovery

ospf3pgm

注: インターフェースに対して DVMRP または PIM が有効になっている場合、IGMP

および MLD ホストインバウンド トラフィックは自動的に有効になります。 ISIS

は OSI アドレス指定を使用し、IP トラフィックを一切生成しないため、ISIS プロ

トコルに対するホストインバウンド トラフィック オプションは存在しません。

注: 隣接ノード発見プロトコル（NDP）はデフォルトで有効になっているため、ホス

トインバウンド トラフィックで NDP を構成する必要はありません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 147ページのセキュリティ ゾーンとインターフェースの概要

• 152ページのトラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法につ

いて

• 161ページのTCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを特定する方法について

• 159ページの例: プロトコルに基づいたインバウンド トラフィックの制御
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例: プロトコルに基づいたインバウンド トラフィックの制御

この例では、インターフェースに対してインバウンド トラフィックを有効にする方法を示しま

す。

• 要件 159ページ

• 概要 159ページ

• 構成 159ページ

• 確認 160ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• セキュリティ ゾーンを構成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を

参照してください。

• ネットワーク インターフェースの構成 『Junos OS Interfaces Configuration Guide for

Security Devices』を参照してください。

概要

ホストインバウンド トラフィック オプションで示されているプロトコルに対応するホストイ

ンバウンド トラフィックであれば、どのようなものでも許可されます。 たとえば、構成内の

どこかでデフォルト以外のポート番号にプロトコルをマップすると、ホストインバウンド トラ

フィック オプションでプロトコルを指定できます。この場合、新しいポート番号が使用されま

す。

値 all は、すべてのプロトコルからのトラフィックが、指定されたインターフェース（ゾーン

または指定された単一のインターフェース）においてインバウンドが許可されることを示しま

す。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols

ospf

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols

ospf3

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを構成するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]
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user@host# edit security zones security-zone ABC

2. ospf プロトコルに基づいて、インターフェースに対してインバウンド トラフィックをサ

ポートするようにセキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols ospf

3. ospf3 プロトコルに基づいて、インターフェースに対してインバウンド トラフィックを

サポートするようにセキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols ospf3

結果 構成モードで、show security zones security-zone ABC コマンドを入力して構成内容を確認し

ます。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

[edit]

user@host# show security zones security-zone ABC

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

ospf;

ospf3;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ログを使用したトラブルシューティング 160ページ

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して問題を特定します。

アクション 動作モードで show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 158ページのプロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について
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TCP-Reset パラメータ

• TCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを特定する方法について 161ページ

• 例: TCP-Reset パラメータの構成 161ページ

TCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを特定する方法について

TCP-RST 機能が有効になっている場合、既存のセッションと一致せず、SYNchronize フラグが

設定されていないトラフィックが到着すると、システムは RESET フラグが設定された TCP セ

グメントを送信します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 147ページのセキュリティ ゾーンとインターフェースの概要

• 152ページのトラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法につ

いて

• 158ページのプロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について

• 161ページの例: TCP-Reset パラメータの構成

例: TCP-Reset パラメータの構成

この例では、ゾーンに対して TCP-Reset パラメータを構成する方法を示します。

• 要件 161ページ

• 概要 161ページ

• 構成 161ページ

• 確認 162ページ

要件

始める前に、セキュリティ ゾーンを構成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの

作成」」を参照してください。

概要

TCP-Reset パラメータが有効になっている場合、既存のセッションと一致せず、SYNchronize

フラグが設定されていないトラフィックが到着すると、システムは RESET フラグが設定された

TCP セグメントを送信します。

構成

ステップごとの手順 ゾーンに対して TCP-Reset パラメータを構成するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone ABC

2. ゾーンに対して TCP-Reset パラメータを構成します。
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[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set tcp-rst

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 161ページのTCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを特定する方法について

DNS

• DNS の概要 162ページ

• 例: DNS サーバー キャッシングに対する TTL 値の構成 163ページ

• DNSSEC の概要 164ページ

• 例: DNSSEC の構成 164ページ

• 例: DNSSEC のキーの構成 165ページ

• 例: DNSSEC のセキュア ドメインと信頼されたキーの構成 165ページ

DNS の概要

ドメイン名システム（DNS）は、ホスト名を IP アドレスに変換する分散階層システムです。

DNS は、ゾーンと呼ばれるセクションに分かれています。 各ゾーンは、それぞれのゾーンに属

するクエリーに応答するネーム サーバーを持ちます。

このトピックには以下のセクションがあります。

• DNS のコンポーネント 162ページ

• DNS サーバー キャッシング 163ページ

DNS のコンポーネント

DNS は、以下の 3 つのメイン コンポーネントで構成されています。

• DNS リゾルバ — DNS のクライアント側に存在します。 ユーザーがホスト名の要求を送信す

ると、リゾルバは DNS クエリー要求をネーム サーバーに送信し、ホスト名の IP アドレス

を要求します。

• ネーム サーバー — DNS リゾルバから受信した DNS クエリー要求を処理し、リゾルバに IP

アドレスを返します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.162

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/cli-reference/junos-security-cli-reference.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


• リソース レコード — 基本構成を定義するデータ要素、および DNS の内容です。

DNS サーバー キャッシング

DNS ネーム サーバーは、ホスト名の IP アドレスをユーザーに提供する役割を持ちます。 リ

ソース レコードの TTL フィールドでは、DNS クエリーの結果がキャッシュされる期間を定義

します。 TTL 値が期限切れになると、ネーム サーバーは新しい DNS クエリーを送信し、キャッ

シュを更新します。

関連項目 163ページの例: DNS サーバー キャッシングに対する TTL 値の構成•

• 164ページのDNSSEC の概要

例: DNS サーバー キャッシングに対する TTL 値の構成

この例では、DNS サーバー キャッシュの TTL 値を構成し、DNS クエリーの結果がキャッシュ

される期間を定義する方法を示します。

• 要件 163ページ

• 概要 163ページ

• 構成 163ページ

• 確認 164ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

DNS ネーム サーバーは、リソース レコードの TTL フィールドで指定された TTL 期間だけ、

DNS クエリーの応答をキャッシュに保存します。 TTL 値が期限切れになると、ネーム サーバー

は新しい DNS クエリーを送信し、キャッシュを更新します。 TTL 値は、0 ～ 604,800 秒の範

囲で設定できます。 また、キャッシュされている否定応答に対する TTL 値を設定することも

できます。 否定応答のキャッシングとは、値が存在しないレコードを保存することです。 こ

の例では、キャッシュされた応答（およびキャッシュされた否定応答）に対する最大 TTL 値を

86,400 秒に設定します。

構成

ステップごとの手順 DNS サーバー キャッシュに対する TTL 値を設定するには、以下の手順に従います。

1. キャッシュされている応答に対する最大 TTL 値を秒単位で指定します。

[edit]

user@host# set system services dns max-cache-ttl 86400

2. キャッシュされている否定応答に対する最大 TTL 値を秒単位で指定します。

[edit]

user@host# set system services dns max-ncache-ttl 86400

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show system services コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 162ページのDNS の概要

DNSSEC の概要

Junos OS デバイスは、ドメイン名サービス セキュリティ拡張（DNSSEC）標準をサポートして

います。 DNSSEC は DNS の拡張であり、公開鍵ベースのシグネチャを使用して、認証とデータ

の整合性検証を提供します。

DNSSEC では、DNS のすべてのリソース レコードが、ゾーン所有者の秘密鍵を使用して署名さ

れています。 DNS リゾルバは、所有者の秘密鍵を使用してシグネチャを検証します。 ゾーン

所有者は、秘密鍵を生成して、リソース レコードの集合のハッシュを暗号化します。 秘密鍵

は、RRSIG レコードに保存されます。 対応する公開鍵は、DNSKEY レコードに保存されます。

リゾルバは公開鍵を使用して RRSIG を復号化し、その結果をリソース レコードのハッシュと

比較して、変更されていないことを確認します。

同様に、公開 DNSKEY のハッシュは、親ゾーンの DS レコードに保存されます。 ゾーン所有者

は、秘密鍵を生成して、公開鍵のハッシュを暗号化します。 秘密鍵は、RRSIG レコードに保存

されます。 リゾルバは、DS レコードと、それに対応する RRSIG レコードおよび公開鍵を取得

します。 リゾルバは、公開鍵を使用して RRSIG レコードを復号化し、その結果を公開 DNSKEY

のハッシュと比較して、変更されていないことを確認します。 これにより、リゾルバとネーム

サーバーとの間で、信頼のチェーンが確立されます。

関連項目 162ページのDNS の概要•

• 165ページの例: DNSSEC のキーの構成

• 165ページの例: DNSSEC のセキュア ドメインと信頼されたキーの構成

例: DNSSEC の構成

DNS 対応デバイスは、ループバック アドレス 127.0.0.1 または ::1 をリスンする DNS リゾ

ルバ（プロキシ）を実行します。 DNS リゾルバは、DNSSEC のホスト名解決を実行します。

ユーザーは、DNS リゾルバが、すべての DNS クエリーを DNS ではなく DNSSEC に転送するよ

うに、ネーム サーバーの IP アドレスを 127.0.0.1 または ::1 に設定する必要があります。

ネーム サーバーの IP アドレスが設定されていない場合、DNSSEC ではなく DNS がすべてのク

エリーを処理します。

以下の例では、サーバーの IP アドレスを 127.0.0.1 に設定する方法を示します。

[edit]

user@host# set system name-server 127.0.0.1

DNSSEC 機能は、デフォルトで有効になっています。 サーバーの DNSSEC は、以下の CLI コマ

ンドを使用して無効にできます。

[edit ]

set system services dns dnssec disable
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関連項目 164ページのDNSSEC の概要•

例: DNSSEC のキーの構成

公開鍵は、ファイルからロードしたり、端末からキーをコピーして貼り付けたりできます。 ど

ちらの場合も、ファイルではなく、構成にキーを保存する必要があります。 以下の例では、

ファイルからキーをロードする方法について説明します。

[edit system services dns dnssec trusted-keys]

#load-key filename

以下の例では、端末からキーをロードする方法について説明します。

[edit system services dns dnssec trusted-keys]

# set key “...pasted-text...”

ファイルまたは端末からキーをロードしたら、CLI エディタで [commit]（コミット）をクリッ

クします。

関連項目 165ページの例: DNSSEC のセキュア ドメインと信頼されたキーの構成•

例: DNSSEC のセキュア ドメインと信頼されたキーの構成

この例では、DNSSEC に対してセキュア ドメインと信頼されたキーを構成する方法を示します。

• 要件 165ページ

• 概要 165ページ

• 構成 166ページ

• 確認 167ページ

要件

DNS リゾルバが、すべての DNS クエリーを DNS ではなく DNSSEC に転送するように、ネーム

サーバーの IP アドレスを設定します。 詳細については、164ページの「「例: DNSSEC の構

成」」を参照してください。

概要

セキュア ドメインを構成し、そのドメインに、信頼されたキーを割り当てることができます。

DNSSEC が有効の場合、署名された応答と署名されていない応答の両方を検証することができま

す。

ドメインをセキュア ドメインとして構成し、DNSSEC が有効になっている場合、そのドメイン

に向かう署名されていない応答はすべて無視され、サーバーは、署名されていない応答につい

て、SERVFAIL エラー コードをクライアントに返します。 ドメインがセキュア ドメインとし

て構成されていない場合、署名されていない応答が受け入れられます。

サーバーは、署名された応答を受信すると、応答の DNSKEY が、構成されている信頼されたキー

のいずれかと一致するかどうかを確認します。 一致が見つかると、サーバーは署名された応答

を受け入れます。
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また、信頼されたアンカーとして、DNS ルート ゾーンをセキュア ドメインにアタッチし、署

名された応答を検証することもできます。 サーバーは、署名された応答を受信すると、DS レ

コードについて、DNS ルート ゾーンに対してクエリーを実行します。 DS レコードを受信する

と、DS レコードの DNSKEY が、署名された応答の DNSKEY と一致するかどうかを確認します。

一致が見つかると、サーバーは署名された応答を受け入れます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set system services dns dnssec secure-domains domain1.net

set system services dns dnssec secure-domains domain2.net

set system services dns dnssec trusted-keys key domain1.net.25633CJ5K3h

set system services dns dnssec dlv domain domain2.net trusted-anchor dlv.isc.org

ステップごとの手順 DNSSEC に対してセキュア ドメインと信頼されたキーを構成するには、以下の手順に従います。

1. domain1.net および domain2.net をセキュア ドメインとして構成します。

[edit]

user@host# set system services dns dnssec secure-domains domain1.net

user@host# set system services dns dnssec secure-domains domain2.net

2. domain1.net に対して、信頼されたキーを構成します。

[edit]

user@host# set system services dns dnssec trusted-keys key "domain1.net.25633CJ5K3h"

3. 信頼されたアンカーとして、ルート ゾーン div.isc.org をセキュア ドメインにアタッ

チします。

[edit]

user@host# set system services dns dnssec dlv domain domain2.net trusted-anchor

dlv.isc.org

結果 構成モードで、show system services コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図

した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

dns {

dnssec {

trusted-keys {

key domain1.net.25633CJ5K3h; ## SECRET-DATA

}

dlv {

domain domain2.net trusted-anchor dlv.isc.org;

}

secure-domains {

domain1.net;

domain2.net;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• DNSSEC 構成のセキュア ドメインおよび信頼されたキーの検証 167ページ

DNSSEC 構成のセキュア ドメインおよび信頼されたキーの検証

目的 DNSSEC 構成のセキュア ドメインおよび信頼されたキーに関する情報を検証します。

アクション 動作モードで、show ... コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 164ページのDNSSEC の概要

• 165ページの例: DNSSEC のキーの構成
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第3部

アドレス帳とアドレス セット

• アドレス帳とアドレス セット 171ページ
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第6章

アドレス帳とアドレス セット

• アドレス帳について 171ページ

• グローバル アドレス帳について 173ページ

• アドレス セットについて 173ページ

• アドレスとアドレス セットの構成 174ページ

• 例: アドレス帳とアドレス セットの構成 178ページ

• アドレスとアドレス セットの制限 183ページ

アドレス帳について

アドレス帳とは、アドレスとアドレス セットの集合です。 Junos OS では、複数のアドレス帳

を構成できます。 アドレス帳はコンポーネントやビルディング ブロックと同様に、セキュリ

ティ ポリシーや NAT など、他の構成で参照されます。 アドレス帳にアドレスを追加したり、

各アドレス帳にデフォルトで事前定義されているアドレスを使用したりできます。

アドレス帳のエントリには、トラフィックが許可、ブロック、暗号化、またはユーザー認証さ

れたホストおよびサブネットのアドレスが含まれています。 これらのアドレスには、IPv4 ア

ドレス、IPv6 アドレス、ワイルドカード アドレス、またはドメイン名システム（DNS）の名前

を任意に組み合わせて使用できます。

• 事前定義のアドレス 171ページ

• アドレス帳のネットワーク プレフィックス 172ページ

• アドレス帳のワイルドカード アドレス 172ページ

• アドレス帳の DNS 名 172ページ

事前定義のアドレス

アドレスは作成することができますが、デフォルトで使用できる以下の事前定義された任意の

アドレスも使用できます。

• Any — このアドレスは、任意の IP アドレスと一致します。 このアドレスが、ポリシー構成

でソースまたは宛先アドレスとして使用されている場合、任意のパケットのソースおよび宛

先アドレスと一致します。

• Any-ipv4 — このアドレスは、任意の IPv4 アドレスと一致します。

• Any-ipv6 — このアドレスは、任意の IPv6 アドレスと一致します。
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アドレス帳のネットワーク プレフィックス

アドレスは、ネットワーク プレフィックスとして、「プレフィックス/長さ」の形式で指定で

きます。 たとえば、1.2.3.0/24 はネットワーク プレフィックスに変換されるため、受け入れ

られるアドレス帳のアドレスです。 ただし、1.2.3.4/24 はサブネットの長さである 24 ビッ

トを超過しているため、アドレス帳では受け入れられません。 サブネット長を超える部分は、

0（ゼロ）と入力する必要があります。 フルの 32 ビット アドレス帳を使用できるため、特別

な状況では、ホスト名を入力することができます。

IPv6 アドレス プレフィックスは、IPv6 プレフィックス（アドレス）とプレフィックス長の組

み合わせです。 プレフィックスは「ipv6 プレフィックス/プレフィックス長」の形式を取り、

アドレス空間（またはネットワーク）のブロックを表します。 「ipv6 プレフィックス」の部

分は、一般的な IPv6 アドレス指定のルールに従います。 「/プレフィックス長」の部分は 10

進値で、アドレスのネットワーク部分を構成する、連続したアドレスの上位ビットを示します。

たとえば、IPv6 プレフィックスは 10FA:6604:8136:6502::/64 のようになります。 IPv6 アド

レスとアドレス プレフィックスのテキスト表現に関する詳細については、RFC 4291「IP Version

6 Addressing Architecture」を参照してください。

アドレス帳のワイルドカード アドレス

IP アドレスとドメイン名を除き、アドレス帳ではワイルドカード アドレスを指定できます。

ワイルドカード アドレスは、「A.B.C.D/ワイルドカード マスク」という形式で表現します。

ワイルドカード マスクでは、IP アドレス「A.B.C.D」のどのビットを無視するかを決定しま

す。 たとえば、セキュリティ ポリシーのソース IP アドレス 192.168.0.11/255.255.0.255

は、セキュリティ ポリシーの一致基準によって、IP アドレスの 3 番目のオクテットが破棄さ

れることを表します（記号では、192.168.*.11 と表現されます）。 そのため、192.168.1.11

や 192.168.22.11 などのソース IP アドレスを持つパケットは、一致基準と一致します。 た

だし、192.168.0.1 や 192.168.1.21 などのソース IP アドレスを持つパケットは、一致基準

を満たしません。

ワイルドカード アドレスの使用は、全オクテットだけに制限されているわけではありません。

任意のワイルドカード アドレスを構成できます。 たとえば、ワイルドカード アドレス 192.168.

7.1/255.255.7.255 は、ポリシーの一致を保ちながら、ワイルドカード アドレスの 3 番目の

オクテットにある最初の 5 ビットだけを無視する必要があることを表します。 ワイルドカー

ド アドレスの使用が全オクテットだけに制限されている場合、4 つの各オクテットに 0 また

は 255 を持つワイルドカード マスクだけが許可されます。

アドレス帳の DNS 名

デフォルトでは、DNS に対して IPv4 および IPv6 アドレスを解決できます。 IPv4 または

IPv6 アドレスが指定されている場合、それぞれ ipv4-only および ipv6-only というキーワー

ドを使用することで、いずれかのアドレスだけを解決することができます。

アドレス エントリにドメイン名を使用するには、DNS サービス用のセキュリティ デバイスを

あらかじめ構成しておく必要があります。 DNS の詳細については、162ページの「「DNS の概

要」」を参照してください。

関連項目 173ページのグローバル アドレス帳について•

• 173ページのアドレス セットについて

• 174ページのアドレスとアドレス セットの構成
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• 178ページの例: アドレス帳とアドレス セットの構成

グローバル アドレス帳について

「グローバル」と呼ばれるアドレス帳は、常にシステムに存在します。 他のアドレス帳と同様

に、グローバル アドレス帳には、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、ワイルドカード アドレス、

またはドメイン名システム（DNS）の名前を任意に組み合わせて含めることができます。

グローバル アドレス帳でアドレスを作成したり、事前定義されているアドレス（any、any-ipv4、

および any-ipv6）を使用したりできます。 ただし、グローバル アドレス帳のアドレスを使用

するために、セキュリティ ゾーンをアタッチする必要はありません。 グローバル アドレス帳

は、アドレス帳がアタッチされていないすべてのセキュリティ ゾーンで使用できます。

関連項目 171ページのアドレス帳について•

• 173ページのアドレス セットについて

• 174ページのアドレスとアドレス セットの構成

• 178ページの例: アドレス帳とアドレス セットの構成

アドレス セットについて

アドレス帳は、多数のアドレスが記録されて大きくなり、管理が困難になる場合があります。

そのため、アドレス セットと呼ばれるアドレスのグループを作成し、大きなアドレス帳を管理

することができます。 アドレス セットを使用すると、アドレスを論理グループに分けて整理

し、ポリシーや NAT ルールなど、他の機能を容易に構成するために使用できます。

事前定義されたアドレス セット any には、any-ipv4 および any-ipv6 アドレスの両方が含ま

れ、各セキュリティ ゾーンに対して自動的に作成されます。

既存のユーザーを使用してアドレス セットを作成したり、空のアドレス セットを作成した後

にユーザーを入力したりできます。 アドレス セットを作成する場合は、IPv4 および IPv6 ア

ドレスを組み合わせることができますが、各アドレスは同じセキュリティ ゾーンのものでなけ

ればなりません。

また、アドレス セット内に別のアドレス セットを作成することもできます。 これにより、効

果的にポリシーを適用することができます。 たとえば、2 つのステートメントを使用する代わ

りに、2 つのアドレス セット set1 および set2 にポリシーを適用する場合は、1 つのステー

トメントだけを使用して、アドレス セット set1 および set2 を含む新しいアドレス セット

set3 にポリシーを適用することができます。

ポリシーにアドレスを追加する場合は、アドレスの同じサブセットが複数のポリシーに存在す

ることがあるため、各アドレス エントリに対するポリシーの影響を管理するのが困難になる場

合があります。 多数の個別のアドレス エントリではなく、少数のアドレス セットを管理でき

るようにするため、ポリシーでは、個別のアドレス帳エントリと同じようにアドレス セット

エントリを参照してください。

関連項目 171ページのアドレス帳について•

• 174ページのアドレスとアドレス セットの構成
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• 178ページの例: アドレス帳とアドレス セットの構成

• 183ページのアドレスとアドレス セットの制限

アドレスとアドレス セットの構成

アドレスとアドレス セットは、アドレス帳で定義し、さまざまな機能を構成する場合に使用で

きます。 また、デフォルトで使用可能な事前定義されているアドレス any、any-ipv4、および

any-ipv6 も使用できます。 ただし、事前定義されている any をアドレス帳に追加することは

できません。

アドレス帳とアドレス セットを構成すると、セキュリティ ポリシーやセキュリティ ゾーン、

NAT など、さまざまな機能と組み合わせて使用されます。

• アドレスとアドレス セット 174ページ

• アドレス帳とセキュリティ ゾーン 175ページ

• アドレス帳とセキュリティ ポリシー 175ページ

• アドレス帳と NAT 177ページ

アドレスとアドレス セット

アドレス帳のアドレス エントリには、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、ワイルドカード アド

レス、またはドメイン名システム（DNS）の名前を定義できます。

以下のアドレス帳の例（book1）には、さまざまなタイプのアドレスとアドレス セットが含ま

れています。 エントリを定義したら、セキュリティ ゾーン、ポリシー、および NAT ルールを

構成するときに、定義したアドレスやアドレス セットを使用できます。

[edit security address-book book1]

user@host# set address a1 1.1.1.1

user@host# set address a2 1.1.1.4/30

user@host# set address a4 fe80::210:dbff:feff:1000/64

user@host# set address a5 0001:db8:1::1/127

user@host# set address bbc dns-name www.bbc.com

user@host# set address-set set1 address a1

user@host# set address-set set1 address a2

user@host# set address-set set1 address a2

user@host# set address-set set2 address bbc

アドレスとアドレス セットを定義する場合は、以下のガイドラインに従います。

• アドレス セットには、同じセキュリティ ゾーンに属するアドレス名だけを含めることがで

きます。

• アドレス名 any、any-ipv4、および any-ipv6 は予約されているため、アドレスを作成するた

めに使用することはできません。

• 同じゾーンのアドレスとアドレス セットには、固有の名前を付ける必要があります。
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• アドレス セット名と同じアドレス名は使用できません。 たとえば、add1 という名前を使用

してアドレスを構成する場合は、add1 という名前のアドレス セットを作成しないでくださ

い。

• アドレス帳から個別のアドレス帳エントリを削除する場合は、すべてのアドレス セットから

そのアドレスを削除する必要があります（参照されている場合）。このようにしないと、コ

ミットでエラーが発生する原因となります。

アドレス帳とセキュリティ ゾーン

セキュリティ ゾーンとは、同一のセキュリティ要件を持つインターフェースの論理グループで

す。 セキュリティ ゾーンは、そのゾーンに属するアドレス指定が可能なネットワークとエン

ド ホスト（つまりユーザー）のエントリを含むアドレス帳にアタッチします。

ゾーンでは、2 つのアドレス帳（グローバル アドレス帳とそのゾーンがアタッチされているア

ドレス帳）を同時に使用できます。 セキュリティ ゾーンが、どのアドレス帳にもアタッチさ

れていない場合は、自動的にグローバル アドレス帳が使用されます。 つまり、アドレス帳に

セキュリティ ゾーンがアタッチされている場合、システムはそのアタッチされたアドレス帳か

らアドレスをルックアップし、そうでない場合は、デフォルトのグローバル アドレス帳からア

ドレスをルックアップします。 グローバル アドレス帳は、すべてのセキュリティ ゾーンにお

いてデフォルトで使用できます。そのため、グローバル アドレス帳にゾーンをアタッチする必

要はありません。

アドレス帳にセキュリティ ゾーンをアタッチする場合は、以下のガイドラインが適用されま

す。

• セキュリティ ゾーンにアタッチされているアドレスは、そのゾーンのセキュリティ要件を満

たしている必要があります。

• セキュリティ ゾーンにアタッチするアドレス帳には、そのゾーン内で到達可能なすべての

IP アドレスが含まれている必要があります。

• 2 つのゾーン間のポリシーを構成する場合は、各ゾーンのアドレス帳に対応するアドレスを

定義する必要があります。

• ユーザー定義のアドレス帳のアドレスには、グローバル アドレス帳のアドレスよりも高い

ルックアップ優先度が設定されます。 そのため、ユーザー定義のアドレス帳にアタッチされ

たセキュリティ ゾーンについて、システムはまずユーザー定義のアドレス帳を検索し、アド

レスが見つからなかった場合にグローバル アドレス帳を検索します。

アドレス帳とセキュリティ ポリシー

アドレス帳とアドレス セットは、ポリシーの一致基準を指定するときに使用します。 各ホス

トとサブネットを出入りするトラフィックの許可、拒否またはトンネリングを行うポリシーを

構成するには、その前に、各ホストとサブネットのエントリをアドレス帳に作成しておく必要

があります。 セキュリティ ポリシーの一致基準としては、IPv4 アドレスや IPv6 アドレス、

ワイルドカード アドレス、および DNS 名など、さまざまなタイプのアドレスを定義できます。

ポリシーには、ソース アドレスと宛先アドレスの両方が含まれます。 ポリシーでは、ポリシー

で指定したゾーンにアタッチされているアドレス帳で設定した名前によって、アドレスまたは

アドレス セットを参照できます。
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• トラフィックがゾーンに送信されると、トラフィックの送信先であるゾーンとアドレスは、

ポリシーの宛先ゾーンおよびアドレス一致基準として使用されます。

• トラフィックがゾーンから送信されると、トラフィックの送信元であるゾーンとアドレスは、

ポリシーのソース ゾーンおよびアドレス一致基準として使用されます。

セキュリティ ポリシーで使用可能なアドレス

ポリシー ルールのソース アドレスと宛先アドレスを構成する場合は、CLI でクエスチョン

マーク（?）を入力することで、使用可能なすべてのアドレスを一覧表示することができます。

別のアドレス帳の別のアドレスに対して、同じアドレス名を使用することができます。 ただ

し、CLI で一覧表示されるのは、このようなアドレスの中で 1 つだけ（ルックアップの優先度

が最も高いもの）です。

たとえば、2 つのアドレス帳（global および book1）でアドレスを構成したとします。 次に、

ポリシーでソース アドレスまたは宛先アドレスとして構成できるアドレスを表示します（176

ページの表15 を参照）。

表15: CLI に表示される使用可能なアドレス

CLI に表示されるアドレス構成されたアドレス

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy p1 match set match source-address ?

Possible completions:

[ Open a set of values

a1 The address in address book book1

a2 The address in address book global

a3 The address in address book global

any Any IPv4 or IPv6 address

any-ipv4 Any IPv4 address

any-ipv6 Any IPv6 address

[edit security address-book]

set global address a1 1.1.2.0/24;

set global address a2 2.2.2.0/24;

set global address a3 3.3.3.0/24;

set book1 address a1 1.1.1.0/24;

この例に表示されるアドレスは、以下のことを示しています。

• ユーザー定義のアドレス帳のアドレスには、グローバル アドレス帳のアドレスよりも高い

ルックアップ優先度が設定されます。

• グローバル アドレス帳のアドレスは、事前定義されているアドレス any、any-ipv4、および

any-ipv6 よりも高い優先度を持ちます。

• 複数の異なるアドレスに対して同じアドレス名が構成されている場合、アドレス ルックアッ

プを基準として最も優先度が高いアドレスだけを使用できます。 この例では、CLI には book1

（1.1.1.0/24）の a1 だけが表示されます。これは、このアドレスが、グローバル アドレス

の a1（1.1.2.0/24）よりも高いルックアップの優先度を持つためです。

アドレス セットへのポリシーの適用

ポリシーでアドレス セットを指定すると、Junos OS は、各アドレス セット メンバーに対し

て自動的にポリシーを適用するため、各アドレスに対して個別にポリシーを作成する必要はあ

りません。 また、ポリシーでアドレス セットが参照されている場合は、ポリシーで参照を削

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.176

Junos OS セキュリティ構成ガイド



除しない限り、そのアドレス セットを削除することはできません。 ただし、編集することは

できます。

注: 各アドレス セットについて、システムは、そのセットのメンバーに対する個別

のルールを作成します。 また、各ユーザーに対して構成された各サービスについて

だけでなく、グループ内の各メンバーに対して内部ルールを作成します。 この点を

考慮せずにアドレス帳を構成すると、使用可能なポリシー リソース数を超過してし

まう場合があります。特に、ソース アドレスと宛先アドレスの両方がアドレス グ

ループで、指定されているサービスがサービス グループの場合は注意が必要です。

177ページの図12 は、アドレス セットにポリシーが適用される仕組みを示したものです。

図 12: アドレス セットへのポリシーの適用

1 1

アドレス帳と NAT

アドレス帳でアドレスを定義すると、そのアドレスをソース、宛先、または静的 NAT ルールで

指定できるようになります。 NAT ルールの構成では、ソース アドレスおよび宛先アドレスと

して、IP プレフィックスではなく、意味のあるアドレス名を指定したほうが簡単です。 たと

えば、ソース アドレスとして 10.208.16.0/22 ではなく、アドレス 10.208.16.0/22 を含む

local と呼ばれるアドレスを指定することができます。

また、NAT ルールでアドレス セットを指定することもできます。これにより、1 つのアドレス

セット内で複数のアドレスを追加することができるため、多数の個別のアドレス エントリでは

なく、少数のアドレス セットを管理するだけで済みます。 NAT ルールでアドレス セットを指

定すると、Junos OS は、各アドレス セット メンバーに対して自動的にそのルールを適用する

ため、各アドレスを個別に指定する必要はありません。

177Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第6章: アドレス帳とアドレス セット



注: ワイルドカード アドレス、DNS 名、および IPv4 と IPv6 アドレスの組み合わ

せは、NAT ルールでサポートされていないアドレスとアドレス セットのタイプで

す。

NAT を使用してアドレス帳を構成する場合は、以下のガイドラインに従います。

• NAT ルールでは、グローバル アドレス帳のアドレスだけを指定できます。 NAT では、ユー

ザー定義のアドレス帳はサポートされていません。

• ソース NAT ルールでは、ソース アドレス名としてアドレス セットを設定できます。 ただ

し、宛先 NAT ルールでは、宛先アドレス名としてアドレス セットを設定することはできま

せん。

以下の NAT ステートメントの例は、ソースおよび宛先 NAT ルールでサポートされているア

ドレスとアドレス セットのタイプを示したものです。

[edit security nat source rule-set src-nat rule src-rule1]

set match source-address 2000::/64

set match source-address-name add1

set match source-address-name add-set1

set match destination-address 2001::/64

set match destination-address-name add2

set match destination-address-name add-set2

[edit security nat destination rule-set dst-nat rule dst-rule1]

set match source-address 2001::/64

set match source-address-name add2

set match source-address-name add-set2

set match destination-address-name add1

• 静的 NAT ルールでは、ソースまたは宛先アドレス名としてアドレス セットを設定すること

はできません。 以下の NAT ステートメントの例は、静的 NAT ルールでサポートされている

アドレスのタイプを示したものです。

[edit security nat static rule-set stat]

set rule stat-rule1 match destination-address 3.3.3.0/24

set rule stat-rule2 match destination-address-name add1

 

例: アドレス帳とアドレス セットの構成

この例では、アドレス帳でアドレスとアドレス セットを構成する方法について説明します。

また、セキュリティ ゾーンにアドレス帳をアタッチする方法も示します。

• 要件 179ページ

• 概要 179ページ
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• 構成 180ページ

• 確認 182ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• Juniper Networks セキュリティ デバイスのネットワーク通信を構成します。

• サーバー デバイスとメンバー デバイスでネットワーク インターフェースを構成します。

『Junos OS Interfaces Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

• ドメイン名システム（DNS）サービスを構成します。 DNS の詳細については、162ページの

「「DNS の概要」」を参照してください。

概要

この例では、アドレスおよびアドレス セットを使用してアドレス帳を構成し（180ページの図13

を参照）、企業のネットワークの構成を簡素化します。 まず、Eng-dept という名前のアドレス

帳を作成し、エンジニアリング部門のメンバーのアドレスを追加します。 また、Web という名

前の別のアドレス帳を作成し、DNS 名を追加します。 次に、セキュリティ ゾーン Trust を

Eng-dept アドレス帳にアタッチし、セキュリティ ゾーン Untrust を Web アドレス帳にアタッ

チします。 また、アドレス セットも作成し、エンジニアリング部門のソフトウェア アドレス

とハードウェア アドレスをグループ化します。 これらのアドレスは、将来的なポリシー構成

において、ソース アドレスおよび宛先アドレスとして使用する予定です。

さらに、グローバル アドレス帳にアドレスを追加し、アドレス帳がアタッチされていない任意

のセキュリティ ゾーンで使用できるようにします。
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図 13: アドレスとアドレス セットの構成
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1

set security address-book Eng-dept address a1 1.1.1.1

set security address-book Eng-dept address a2 1.1.1.2

set security address-book Eng-dept address a3 1.1.1.3

set security address-book Eng-dept address a4 1.1.1.4

set security address-book Eng-dept address-set sw-eng address a1

set security address-book Eng-dept address-set sw-eng address a2

set security address-book Eng-dept address-set hw-eng address a3

set security address-book Eng-dept address-set hw-eng address a4

set security address-book Eng-dept attach zone trust

set security address-book Web address Intranet dns-name www-int.juniper.net

set security address-book Web attach zone untrust

set security address-book global address g1 2.2.2.2/24
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

アドレスおよびアドレス セットを構成するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。

[edit]

user@host# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1

2. アドレス帳を作成し、そのアドレス帳でアドレスを定義します。

[edit security address-book Eng-dept ]

user@host# set address a1 1.1.1.1

user@host# set address a2 1.1.1.2

user@host# set address a3 1.1.1.3

user@host# set address a4 1.1.1.4

3. アドレス セットを作成します。

[edit security address-book Eng-dept]

user@host# set address-set sw-eng address a1

user@host# set address-set sw-eng address a2

user@host# set address-set hw-eng address a3

user@host# set address-set hw-eng address a4

4. セキュリティ ゾーンに、作成したアドレス帳をアタッチします。

[edit security address-book Eng-dept]

user@host# set attach zone trust

5. 別のアドレス帳を作成し、セキュリティ ゾーンにアタッチします。

[edit security address-book Web ]

user@host# set address Intranet dns-name www-int.juniper.net

user@host# set attach zone untrust

6. グローバル アドレス帳でアドレスを定義します。

[edit]

user@host# set security address-book global address g1 2.2.2.2/24

結果 構成モードで、show security zones および show security address-book コマンドを入力して構

成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返

して修正します。

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

security-zone trust {

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}
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}

[edit]

user@host# show security address-book

Eng-dept {

address a1 1.1.1.1/32;

address a2 1.1.1.2/32;

address a3 1.1.1.3/32;

address a4 1.1.1.4/32;

address-set sw-eng {

address a1;

address a2;

}

address-set hw-eng {

address a3;

address a4;

}

attach {

zone trust;

}

}

Web {

address Intranet {

dns-name www-int.juniper.net ;

}

attach {

zone untrust;

}

}

global {

address g1 2.2.2.2/24;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認します。

• アドレス帳の構成の確認 182ページ

• グローバル アドレス帳の構成の確認 182ページ

アドレス帳の構成の確認

目的 構成されたアドレス帳とアドレスに関する情報を表示します。

アクション 構成モードで、show security address-book コマンドを入力します。

グローバル アドレス帳の構成の確認

目的 グローバル アドレス帳の構成されたアドレスに関する情報を表示します。

アクション 構成モードで、show security address-book global コマンドを入力します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 171ページのアドレス帳について

• 173ページのグローバル アドレス帳について

• 173ページのアドレス セットについて

• 178ページの例: アドレス帳とアドレス セットの構成

アドレスとアドレス セットの制限

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスでは、アドレス セットのアドレス制限数が増加して

います。 アドレス セットのアドレス数はデバイスに依存し、ポリシーによってサポートされ

ているアドレス数に等しくなっています。

183ページの表16 は、SRX シリーズおよび J シリーズのデバイスごとに許容されているアドレ

ス数を示したものです。

表16: SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスのアドレス セットのアドレス
数

アドレス セットのアドレス数デバイス

1024デフォルト

1024SRX100 High Memory

512SRX100 Low Memory

1024SRX210 High Memory

512SRX210 Low Memory

1024SRX240 High Memory

512SRX240 Low Memory

1024SRX650

1024SRX3400

1024SRX3600

1024SRX5600

1024SRX5800

1024J シリーズ

関連項目 • 173ページのアドレス セットについて
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• 178ページの例: アドレス帳とアドレス セットの構成
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第4部

セキュリティ ポリシー

• セキュリティ ポリシー 187ページ

• セキュリティ グローバル ポリシー 219ページ

• セキュリティ ポリシー スケジューラ 229ページ

• セキュリティ ポリシー アプリケーション 235ページ
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第7章

セキュリティ ポリシー

• セキュリティ ポリシーの概要 187ページ

• セキュリティ ポリシー ルールについて 190ページ

• セキュリティ ポリシーの要素について 193ページ

• 自己トラフィックのセキュリティ ポリシーについて 194ページ

• セキュリティ ポリシーの構成の概要 194ページ

• ファイアウォール ウィザードを使用したポリシーの構成 195ページ

• 例: すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成 196ページ

• 例: 選択したトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成 200ページ

• 例: ワイルドカード アドレスのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシー

の構成 204ページ

• セキュリティ ポリシーの順序付けについて 207ページ

• 例: ポリシーの並べ替え 209ページ

• セキュリティ ポリシーのトラブルシューティング 210ページ

• ポリシー統計データの監視 211ページ

• セキュリティ ポリシーの照合 212ページ

• 監査ログの検索とソート 214ページ

• パケット フロー アラームと監査について 214ページ

• 例: ポリシー違反に応じたセキュリティ アラームの生成 215ページ

セキュリティ ポリシーの概要

インターネットの出現に伴い、セキュアなネットワークはインターネット接続を使用するビジ

ネスにとって不可欠なものになりました。 ネットワークがビジネスに対してセキュアであるた

めには、ネットワークのセキュリティ ポリシーが、ビジネスの範囲内にあるすべてのネット

ワーク リソースをカバーするものでなければならず、各リソースに対して必要なセキュリティ

レベルを識別できなければなりません。 また、ネットワークのセキュリティ ポリシーでは、

セキュリティの脅威と、そのような脅威に対して実行するアクションも定義します。 Junos OS

のステートフル ファイアウォール ポリシーには、ネットワーク管理者向けのツール群が用意

されており、組織にネットワーク セキュリティを実装することができます。

Junos OS のステートフル ファイアウォールでは、セキュリティ ポリシーがトランジット ト

ラフィックに対してルール（ファイアウォールを通過できるトラフィックと、トラフィックが
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ファイアウォールを通過したときに実行する必要があるアクション）を強制します。 セキュリ

ティ ポリシーから見ると、あるセキュリティ ゾーンにトラフィックが入り、別のセキュリティ

ゾーンから出ていくということになります。 この from-zone と to-zone の組み合わせは コ

ンテキストと呼ばれます。 各コンテキストには、 順序付けされたポリシーのリストが 含まれ

ています。 各ポリシーは、コンテキスト内で定義された順序で処理されます。

セキュリティ ポリシーは、ユーザー インターフェースからの構成が可能で、スケジュールさ

れた時刻に指定されたソース IP から指定された宛先 IP への送信を許可するトラフィックの

種類を定義することで、あるゾーンから別のゾーンへのトラフィック フローを制御します。

ポリシーを使用すると、あるセキュリティ ゾーンから別のセキュリティ ゾーンに通過しよう

としているトラフィックに対して、拒否（deny）、許可（permit）、リジェクト（reject、拒

否して TCP RST または ICMP ポートの宛先不明メッセージをソース ホストに送信する）、暗

号化（encrypt）と解読（decrypt）、認証（authenticate）、優先（prioritize）、スケジュー

ル（schedule）、フィルタ（filter）、監視（monitor）の各アクションを実行することができ

ます。 ユーザーが決定するのは、出入りが可能なユーザーとデータ、および転送が可能な時期

と場所です。

注: 仮想システムをサポートする J シリーズまたは SRX シリーズ デバイスでは、

ルート システムで設定されたポリシーは、仮想システムで設定されたポリシーには

影響を及ぼしません。

J シリーズまたは SRX シリーズ デバイスは、あるセキュリティ ゾーンから別のセキュリティ

ゾーンへの通過を必要とする接続試行をすべて検査して許可または拒否することによって、ネッ

トワークの安全を確保します。

セキュリティ ポリシーにより、セッション初期化（session-init）またはセッション終了

（session-close）ステージでロギング機能を有効にすることもできます。

• 拒否された接続のログを表示するには、session-init でログを有効にします。

• 終了/ティアダウン後にセッションのログを記録するには、session-close でログを有効にし

ます。

注: セッション ログは、フロー コードではリアルタイムで有効になるため、ユー

ザー パフォーマンスに影響します。 session-close と session-init の両方が有効

になっている場合は、session-init だけが有効になっている場合と比較して、さら

にパフォーマンスが低下します。

デフォルトでは、ゾーン内およびゾーン間の方向を含め、デバイスはすべての方向のすべての

トラフィックを拒否します。 ポリシーを作成し、指定したソースから指定した宛先までスケ

ジュールした時間に通過を許可するトラフィックの種類を定義することにより、ゾーンからゾー

ンへのトラフィック フローを制御できます。

最も広範囲なレベルでは、あるゾーンの任意のソースから他のゾーンの任意の宛先へ通過する

すべての種類のトラフィックをスケジュールの制約なく許可することができます。 最も狭いレ

ベルでは、あるゾーンの指定したホストと他のゾーンの指定したホストとの間で、1 種類のト

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.188

Junos OS セキュリティ構成ガイド



ラフィックだけをスケジュールした期間だけ許可するポリシーを作成できます。 189ページの図

14 を参照してください。

図 14: デフォルト ポリシー

: Trust
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パケットがあるゾーンから別のゾーンへの通過を試みたり、同じゾーンにバインドされた 2 つ

のインターフェースの間を通過しようとする場合は、常にデバイスがそのようなトラフィック

を許可するポリシーを確認します（149ページの「「セキュリティ ゾーンについて」」および236

ページの「「ポリシー アプリケーション セットの概要」」を参照してください）。 あるセ

キュリティ ゾーンから別のセキュリティ ゾーンに通過するトラフィック（ゾーン A からゾー

ン B など）を許可するには、ゾーン A からゾーン B に対するトラフィックの送信を許可する

ポリシーを構成する必要があります。 逆方向のトラフィックを許可するには、ゾーン B から

ゾーン A に向かうトラフィックを許可する別のポリシーを構成する必要があります。

ゾーン間のデータ トラフィックを許可するには、これとは別にファイアウォール ポリシーを

構成する必要があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 190ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 193ページのセキュリティ ポリシーの要素について

• 194ページのセキュリティ ポリシーの構成の概要

• 207ページのセキュリティ ポリシーの順序付けについて

• 147ページのセキュリティ ゾーンとインターフェースの概要
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セキュリティ ポリシー ルールについて

セキュリティ ポリシーは、コンテキスト内（from-zone から to-zone）のトランジット トラ

フィックにセキュリティ ルールを適用します。 各ポリシーは、ポリシー名によって一意に識

別されます。 トラフィックは、ソースと宛先のゾーン、ソースと宛先のアドレス、およびデー

タ プレーンにポリシー データベースを持つプロトコル ヘッダーでトラフィックが伝送するア

プリケーションを照合することで分類されます。

各ポリシーは、以下の特性に関連付けられます。

• ソース ゾーン

• 宛先ゾーン

• 1 つ以上のソース アドレス名またはアドレス セット名

• 1 つ以上の宛先アドレス名またはアドレス セット名

• 1 つ以上のアプリケーション名またはアプリケーション セット名

これらの特性は、 一致基準と呼ばれます。 また、各ポリシーには、許可（permit）、拒否

（deny）、リジェクト（reject）、カウント（count）、ログ（log）、および VPN トンネル

（VPN tunnel）の各アクションも関連付けられています。 ポリシー、ソース アドレス、宛先

アドレス、およびアプリケーション名を構成する場合は、一致基準引数を指定する必要があり

ます。

ポリシーは、ワイルドカード エントリ any を使用することで、IPv4 または IPv6 アドレスで

構成するように指定できます。 フロー サポートが IPv6 トラフィックに対して有効になって

いない場合、any は IPv4 アドレスと一致します。 フロー サポートが IPv6 トラフィックに

対して有効になっている場合、any は IPv4 および IPv6 アドレスの両方と一致します。 IPv6

トラフィックに対してフローベースの転送を有効にするには、set security forwarding-options

family inet6 mode flow-based コマンドを使用します。 また、ソースおよび宛先のアドレスの

一致基準に対してワイルドカード any-ipv4 または any-ipv6 を指定することで、それぞれ IPv4

アドレスまたは IPv6 アドレスだけを含めることもできます。

IPv6 トラフィックに対してフロー サポートが有効になっている場合、セキュリティ ポリシー

で構成できる IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスの最大数は、以下の一致基準に基づきます。

• Number_of_src_IPv4_addresses + number_of_src_IPv6_addresses * 4 <= 1024

• Number_of_dst_IPv4_addresses + number_of_dst_IPv6_addresses * 4 <= 1024

一致基準がこのようになるのは、IPv6 アドレスが IPv4 アドレスの 4 倍のメモリ空間を使用

するためです。

注: IPv6 アドレスを使用したセキュリティ ポリシーを構成できるのは、IPv6 トラ

フィックに対するフロー サポートがデバイスで有効になっている場合のみです。

特定のアプリケーションを指定しない場合は、デフォルトのアプリケーションとして any を入

力します。 デフォルトのアプリケーションを検索するには、構成モードで show groups

junos-defaults | find applications (predefined applications) と入力します。 たとえば、ア
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プリケーション名を指定していない場合、アプリケーションがワイルドカード（デフォルト）

の状態でポリシーがインストールされます。 そのため、該当するポリシーのその他のパラメー

タと一致するすべてのデータ トラフィックは、データ トラフィックのアプリケーション タイ

プに関係なくそのポリシーと一致します。

パケットには、トラフィックと一致する最初のポリシーのアクションが適用されます。 一致す

るポリシーが存在しない場合、そのパケットはドロップされます。 ポリシーは上から下に検索

されるため、より具体的なポリシーをリストの最上部付近に配置することをお勧めします。 ま

た、最上部付近に IPsec VPN トンネル ポリシーを配置する必要があります。 すべてのイン

ターネット アプリケーションに対する特定のユーザー アクセスの許可など、全般的なポリシー

はリストの最下部に配置します。 たとえば、deny-all または reject-all ポリシーは具体的

なポリシーの解析がすべて実行された後、つまり正当なトラフィックが許可/カウント/ログさ

れた後に適用するため、リストの最下部に配置します。

注: IPv6 アドレスのサポートは、Junos OS のリリース 10.2 で追加されています。

また、アクティブ/アクティブのシャーシ クラスタ構成での IPv6 アドレスのサポー

ト（アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタ構成の既存のサポートに対する追加）

は、Junos OS リリース 10.4 で追加されています。

ポリシーは、ファイウォール フィルタとスクリーニングが処理され、サービス処理ユニット

（SPU）（ハイエンドの SRX シリーズ デバイス用）によってルート ルックアップが完了した

後で、フロー処理中にルックアップされます。 ポリシー ルックアップによって、宛先ゾーン、

宛先アドレス、およびエグレス インターフェースが決定されます。

ポリシーを作成する場合は、以下のポリシー ルールが適用されます。

• セキュリティ ポリシーは、from-zone から to-zone に向かう方向で構成します。 特定のゾー

ン方向について、各セキュリティ ポリシーには、名前、一致基準、アクション、およびその

他のオプションを含めます。

• ポリシー名、一致基準、およびアクションは必須です。

• ポリシー名はキーワードです。

• 一致基準のソース アドレスは、from-zone の 1 つ以上のアドレス名とアドレス セット名で

構成されています。

• 一致基準の宛先アドレスは、to-zone の 1 つ以上のアドレス名とアドレス セット名で構成

されています。

• 一致基準のアプリケーション名は、1 つ以上のアプリケーションまたはアプリケーション

セットの名前で構成されています。

• 許可（permit）、拒否（deny）、リジェクト（reject）、カウント（count）、またはログ

（log）のいずれかのアクションは必須です。

• ロギングが有効になっている場合、システムは、セッション終了（session-close）時刻にデ

フォルトでログを記録します。 セッション作成時にロギングを有効にするには、session-init

コマンドを使用します。

• カウント アラームをオンにしている場合は、オプションでバイト/秒およびキロバイト/秒単

位のアラームしきい値を指定できます。
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• 以下の条件を除き、from-zone または to-zone として global を指定することはできません。

グローバル ゾーンとして to-zone を使用して構成されたポリシーでは、ポリシーで静的 NAT

または受信 NAT が構成されていることを示すために、単一の宛先アドレスを使用する必要が

あります。

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイでは、NAT を使用したポリシー許可オプションが簡略

化されています。 各ポリシーでは、NAT 変換を許可する、NAT 変換を許可しない、または処

理しないのいずれかを実行するかどうかをオプションで指定します。

• アドレス名は、以下の予約済みプレフィックスで始めることはできません。 これらは、アド

レス NAT 構成でのみ使用します。

• static_nat_

• incoming_nat_

• junos_

• アプリケーション名を junos_ 予約済みプレフィックスで始めることはできません。

ワイルドカード アドレスについて

ソース アドレスおよび宛先アドレスは、セキュリティ ポリシーで設定する必要がある 5 つの

一致基準のうちの 2 つです。 セキュリティ ポリシーでは、ソース アドレスおよび宛先アド

レスの一致基準としてワイルドカード アドレスを設定できるようになりました。 ワイルドカー

ド アドレスは、「A.B.C.D/ワイルドカード マスク」という形式で表現します。 ワイルドカー

ド マスクでは、IP アドレス「A.B.C.D」のどのビットをセキュリティ ポリシーの一致基準で

無視するかを決定します。 たとえば、セキュリティ ポリシーのソース IP アドレス

192.168.0.11/255.255.0.255 は、セキュリティ ポリシーの一致基準によって、IP アドレスの

3 番目のオクテットが破棄されることを表します（記号では、192.168.*.11 と表現されます）。

そのため、192.168.1.11 や 192.168.22.11 などのソース IP アドレスを持つパケットは、一

致基準と一致します。 ただし、192.168.0.1 や 192.168.1.21 などのソース IP アドレスを持

つパケットは、一致基準を満たしません。

ワイルドカード アドレスの使用は、全オクテットだけに制限されているわけではありません。

任意のワイルドカード アドレスを構成できます。 たとえば、ワイルドカード アドレス 192.168.

7.1/255.255.7.255 は、ポリシーの一致を保ちながら、ワイルドカード アドレスの 3 番目の

オクテットにある最初の 5 ビットだけを無視する必要があることを表します。 ワイルドカー

ド アドレスの使用が全オクテットだけに制限されている場合、4 つの各オクテットに 0 また

は 255 を持つワイルドカード マスクだけが許可されます。

注: ワイルドカード マスクの最初のオクテットは、128 よりも大きくなければなり

ません。 たとえば、0.255.0.255 または 1.255.0.255 と表現されたワイルドカー

ド マスクは無効です。

ワイルドカード セキュリティ ポリシーは簡単なファイアウォール ポリシーで、あるセキュリ

ティ ゾーンから別のゾーンに通過しようとするトラフィックを許可、拒否、およびリジェクト

します。 侵入検出および防止（IDP）、統合型脅威管理（UTM）、および IP セキュリティ

（IPsec）などのサービスに対してワイルドカード アドレスを使用したセキュリティ ポリシー

ルールを構成してはなりません。
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デバイスに対してワイルドカードのセキュリティ ポリシーを構成すると、from-zone および

to-zone コンテキストごとに構成されたワイルドカード ポリシーの数に応じて、パフォーマン

スとメモリ使用量に影響します。 そのため、特定の from-zone および to-zone コンテキスト

について構成できるのは、最大 480 個のワイルドカード ポリシーだけです。

注: このリリースでは、IPv6 ワイルドカード アドレスの構成はサポートされてい

ません。

ワイルドカード アドレスの構成で使用する構文およびオプションの詳細については、 『Junos

OS CLI Reference Guide』を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 193ページのセキュリティ ポリシーの要素について

• 194ページのセキュリティ ポリシーの構成の概要

• 207ページのセキュリティ ポリシーの順序付けについて

セキュリティ ポリシーの要素について

ポリシーは、一方向に指定されたタイプのトラフィックについて、2 点間で許可、拒否、また

はトンネルを行います。

各ポリシーは、以下の要素で構成されています。

• ポリシーの一意の名前

• from-zone および to-zone（例: user@host# set security policy from-zone untrust to-zone

untrust）

• ポリシー ルールを適用するために満たす必要がある条件を定義する一致基準の集合。 この

一致基準は、ソース IP アドレス、宛先 IP アドレス、およびアプリケーションに基づいて

います。

• 一致した場合に実行するアクションの集合（許可、拒否、またはリジェクト）

• アカウンティングおよび監査の要素（カウンティング、ロギング、または構造化されたシス

テム ロギング）

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 190ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 194ページのセキュリティ ポリシーの構成の概要

• 207ページのセキュリティ ポリシーの順序付けについて
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自己トラフィックのセキュリティ ポリシーについて

セキュリティ ポリシーは、デバイスを流れるトラフィックにサービスを適用するため目的でデ

バイスに対して構成します。 たとえば、UAC および UTM の各ポリシーを構成して、トランジッ

ト トラフィックにサービスを適用します。

自己トラフィック（ホスト トラフィック）は、ホストインバウンド トラフィックです。つま

り、デバイスで終了するトラフィックまたはホストアウトバウンド トラフィック（デバイスか

ら発信されるトラフィック）です。 ポリシーは、自己トラフィックのサービスに適用する目的

で構成できるようになりました。 リモート デバイスからの SSL 接続を終了し、そのトラフィッ

クに対して何らかの処理を実行する必要がある SSL スタック サービス、ホストインバウンド

トラフィックに対する IDP サービス、またはホストアウトバウンド トラフィックに対する

IPsec 暗号化といったサービスは、自己トラフィックに対して構成されたセキュリティ ポリ

シーを通じて適用する必要があります。

自己トラフィックに対してセキュリティ ポリシーを構成することで、自己トラフィックにサー

ビスを適用することができます。 ホストアウトバウンド ポリシーは、ホスト デバイスで発信

されたパケットがフローを通過し、そのパケットの受信インターフェースがローカルに設定さ

れている場合のみ機能します。

自己トラフィックを使用する利点は、以下のとおりです。

• トランジット トラフィックで使用されている既存のポリシーまたはフロー インフラストラ

クチャのほとんどを活用できます。

• 任意のサービスを有効にするために、個別の IP アドレスを必要としません。

• デバイスの任意のインターフェースの IP アドレスを持つ任意のホストインバウンド トラ

フィックに対してサービスまたはポリシーを適用できます。

注: セキュリティ ポリシーは、関連するサービスを持つ自己トラフィックに対して

のみ構成できます。 たとえば、ホストアウトバウンド トラフィックに対する fwauth

サービスの構成は関連していません。また、gprs-gtp サービスは、自己トラフィッ

クのセキュリティ ポリシーに関連していません。

自己トラフィックのセキュリティ ポリシーは、 junos-host ゾーンと呼ばれる新しいデフォル

トのセキュリティ ゾーンに基づいて構成されます。 junos-host ゾーンは、junos-defaults

構成の一部となるため、削除が可能です。 interfaces、screen、tcp-rst、および

host-inbound-traffic の各オプションなど、既存のゾーン構成は junos-host ゾーンに対して

意味を持ちません。 そのため、junos-host ゾーンに対する専用の構成は存在しません。

セキュリティ ポリシーの構成の概要

セキュリティ ポリシーを作成するには、以下のタスクを完了する必要があります。

1. ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してくだ

さい。
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2. ポリシーのアドレスを使用してアドレス帳を構成します。 178ページの「「例: アドレス帳

とアドレス セットの構成」」を参照してください。

3. ポリシーが、該当するタイプのトラフィックに適用されることを示すアプリケーション（ま

たはアプリケーション セット）を作成します。 237ページの「「例: アプリケーションとア

プリケーション セットの構成」」を参照してください。

4. ポリシーを作成します。 196ページの「「例: すべてのトラフィックを許可または拒否する

セキュリティ ポリシーの構成」」, 200ページの「「例: 選択したトラフィックを許可また

は拒否するセキュリティ ポリシーの構成」」、および204ページの「「例: ワイルドカード

アドレスのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成」」を参照し

てください。

5. ポリシーに対して使用する予定がある場合は、スケジューラを作成します。 230ページの

「「例: スケジューラの構成」」を参照してください。

基本的なセキュリティ ポリシーの構成は、Firewall Policy Wizard（ファイアウォール ポリ

シー ウィザード）を使用して実行できます。 高度な構成を実行する場合は、J-Web インター

フェースまたは CLI を使用してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 190ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 193ページのセキュリティ ポリシーの要素について

• 210ページのセキュリティ ポリシーのトラブルシューティング

ファイアウォール ウィザードを使用したポリシーの構成

基本的なセキュリティ ポリシーの構成は、Firewall Policy Wizard（ファイアウォール ポリ

シー ウィザード）を使用して実行できます。 高度な構成を実行する場合は、J-Web インター

フェースまたは CLI を使用してください。

Firewall Policy Wizard を使用してポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. J-Web インターフェースで、[Configure]（構成）>[Wizards]（ウィザード）>[FW Policy Wizard]

（ファイアウォール ポリシー ウィザード）の順に選択します。

2. [Firewall Wizard]（ファイアウォール ウィザード）ボタンをクリックして、ウィザードを

起動します。

3. ウィザードのプロンプトに従います。

ウィザード ページの左上エリアには、構成プロセスの現在の段階が表示されます。 また、左

下には、フィールドに固有のヘルプが表示されます。 [Resources]（リソース）見出しの下の

リンクをクリックすると、ブラウザでドキュメントが開きます。 ドキュメントが新しいタブで

開いた場合は、ドキュメントを閉じたときにブラウザ ウィンドウではなく、そのタブだけが閉

じることに注意してください。
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例: すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

この例では、すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを構成する方

法を示します。

• 要件 196ページ

• 概要 196ページ

• 構成 197ページ

• 確認 199ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してくだ

さい。

• アドレス帳を構成し、ポリシーで使用するアドレスを作成します。 178ページの「「例: アド

レス帳とアドレス セットの構成」」を参照してください。

• ポリシーが、該当するタイプのトラフィックに適用されることを示すアプリケーション（ま

たはアプリケーション セット）を作成します。 237ページの「「例: アプリケーションとア

プリケーション セットの構成」」を参照してください。

概要

Junos OS では、セキュリティ ポリシーがトランジット トラフィックに対してルール（デバイ

スを通過できるトラフィックと、トラフィックがデバイスを通過したときに実行する必要があ

るアクション）を強制します。 セキュリティ ポリシーから見ると、あるセキュリティ ゾーン

にトラフィックが入り、別のセキュリティ ゾーンから出ていくということになります。 この

例では、Trust（信頼）および Untrust（非信頼）のインターフェースとして、それぞれ ge-0/0/2

および ge-0/0/1 を構成します。 197ページの図15 を参照してください。
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図 15: すべてのトラフィックを許可する

Untrust

Trust

Trust Untrust

SRX

この構成例では、以下の処理を実行します。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンに向かうすべてのトラフィックを許可または拒否します。

ただし、Untrust ゾーンから Trust ゾーンに向かうトラフィックはすべてブロックします。

• 特定の時刻に Trust ゾーンのホストから Untrust ゾーンのサーバーに向かう選択したトラ

フィックを許可または拒否します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match source-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match application

any
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set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all then permit

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match source-address

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match

destination-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all then deny

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手

順に従います。

1. インターフェースとセキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

2. Trust ゾーンから Untrust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-all match source-address any

user@host# set policy permit-all match destination-address any

user@host# set policy permit-all match application any

user@host# set policy permit-all then permit

3. Untrust ゾーンから Trust ゾーンに向かうトラフィックを拒否するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy deny-all match source-address any

user@host# set policy deny-all match destination-address any

user@host# set policy deny-all match application any

user@host# set policy deny-all then deny

結果 構成モードで、show security policies および show security zones コマンドを入力して構成内

容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して

修正します。

注: 構成例はデフォルトの permit-all 設定で、Trust ゾーンから Untrust ゾーン

に向かうすべてのトラフィックを許可します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy permit-all {
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match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy deny-all {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}

}

}

user@host# show security zones

security-zone trust {

interfaces {

ge-0/0/2.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

security-zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

ポリシー構成の確認

目的 セキュリティ ポリシーに関する情報を確認します。
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アクション 動作モードで show security policies detail コマンドを入力し、デバイスで構成されているす

べてのセキュリティ ポリシーのサマリーを表示します。

意味 出力には、システムで構成されているポリシーの情報が表示されます。 以下の情報を確認しま

す。

• 発信元と宛先のゾーン

• ソースおよび宛先のアドレス

• 一致基準

例: 選択したトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

この例では、選択したトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを構成する方

法を示します。

• 要件 200ページ

• 概要 200ページ

• 構成 201ページ

• 確認 203ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してくだ

さい。

• アドレス帳を構成し、ポリシーで使用するアドレスを作成します。 178ページの「「例: アド

レス帳とアドレス セットの構成」」を参照してください。

• ポリシーが、該当するタイプのトラフィックに適用されることを示すアプリケーション（ま

たはアプリケーション セット）を作成します。 237ページの「「例: アプリケーションとア

プリケーション セットの構成」」を参照してください。

• Trust ゾーンおよび Untrust ゾーンに出入りするトラフィックを許可します。 196ページの

「「例: すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成」」を参

照してください。

概要

Junos OS では、セキュリティ ポリシーがトランジット トラフィックに対してルール（デバイ

スを通過できるトラフィックと、トラフィックがデバイスを通過したときに実行する必要があ

るアクション）を強制します。 セキュリティ ポリシーから見ると、あるセキュリティ ゾーン

にトラフィックが入り、別のセキュリティ ゾーンから出ていくということになります。 この

例では、Trust ゾーンのホストから Untrust ゾーンのサーバーに向かう電子メール トラフィッ

クだけを許可する具体的なセキュリティ ポリシーを構成します。 その他のトラフィックは許

可されません。 201ページの図16 を参照してください。
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図 16: 選択したトラフィックを許可する
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

set security address-book book1 address mail-untrust 1.1.1.24/32

set security address-book book1 attach zone untrust

set security address-book book2 address mail-trust 192.168.1.1/32

set security address-book book2 attach zone trust

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

source-address mail-trust

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

destination-address mail-untrust

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match application

junos-mail

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail then permit
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

選択したトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従いま

す。

1. インターフェースとセキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

2. クライアントとサーバーの両方について、アドレス帳のエントリを作成します。 また、

そのアドレス帳にセキュリティ ゾーンをアタッチします。

[edit security address-book book1]

user@host# set address mail-untrust 1.1.1.24/32

user@host# set attach zone untrust

[edit security address-book book2]

user@host# set address mail-trust 192.168.1.1/32

user@host# set attach zone trust

3. メール トラフィックを許可するポリシーを定義します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-mail match source-address mail-trust

user@host# set policy permit-mail match destination-address mail-untrust

user@host# set policy permit-mail match application junos-mail

user@host# set policy permit-mail then permit

結果 構成モードで、show security policies および show security zones コマンドを入力して構成内

容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して

修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy permit-mail {

match {

source-address mail-trust;

destination-address mail-untrust;

application junos-mail;

}

then {

permit;

}

}

}

user@host# show security zones

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {
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all;

}

interfaces {

ge-0/0/2 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

security-zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/1 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

user@host# show security address-book

book1 {

address mail-untrust 1.1.1.24/32;

attach {

zone untrust;

}

}

book2 {

address mail-trust 192.168.1.1/32;

attach {

zone trust;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ポリシー構成の確認 203ページ

ポリシー構成の確認

目的 セキュリティ ポリシーに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで show security policies detail コマンドを入力し、デバイスで構成されているす

べてのセキュリティ ポリシーのサマリーを表示します。

意味 出力には、システムで構成されているポリシーの情報が表示されます。 以下の情報を確認しま

す。
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• 発信元と宛先のゾーン

• ソースおよび宛先のアドレス

• 一致基準

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 196ページの例: すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

例: ワイルドカード アドレスのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構
成

この例では、ワイルドカード アドレスのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポ

リシーを構成する方法を示します。

• 要件 204ページ

• 概要 204ページ

• 構成 205ページ

• 確認 207ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ワイルドカード アドレスについて理解しておきます。 192ページの「ワイルドカード アドレ

スについて」を参照してください。

• ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してくだ

さい。

• アドレス帳を構成し、ポリシーで使用するアドレスを作成します。 178ページの「「例: アド

レス帳とアドレス セットの構成」」を参照してください。

• ポリシーが、該当するタイプのトラフィックに適用されることを示すアプリケーション（ま

たはアプリケーション セット）を作成します。 237ページの「「例: アプリケーションとア

プリケーション セットの構成」」を参照してください。

• Trust ゾーンおよび Untrust ゾーンに出入りするトラフィックを許可します。 196ページの

「「例: すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成」」を参

照してください。

• Trust ゾーンおよび Untrust ゾーンに出入りする電子メール トラフィックを許可します。

200ページの「「例: 選択したトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構

成」」を参照してください。

概要

Junos オペレーティング システム（Junos OS）では、セキュリティ ポリシーがトランジット

トラフィックに対してルール（デバイスを通過できるトラフィックと、トラフィックがデバイ

スを通過したときに実行する必要があるアクション）を強制します。 セキュリティ ポリシー
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から見ると、あるセキュリティ ゾーンにトラフィックが入り、別のセキュリティ ゾーンから

出ていくということになります。 この例では、Trust ゾーンのホストから Untrust ゾーンに

向かうワイルドカード アドレスのトラフィックだけを許可する具体的なセキュリティを構成し

ます。 その他のトラフィックは許可されません。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

set security address-book book1 address wildcard-trust wildcard-address

192.168.0.11/255.255.0.255

set security address-book book1 attach zone trust

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-wildcard match

source-address wildcard-trust

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-wildcard match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-wildcard match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-wildcard then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

選択したトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従いま

す。

1. インターフェースとセキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

2. ホストに対するアドレス帳のエントリを作成し、そのアドレス帳をゾーンにアタッチしま

す。

[edit security address-book book1]

user@host# set address wildcard-trust wildcard-address 192.168.0.11/255.255.0.255

user@host# set attach zone trust

3. ワイルドカード アドレスのトラフィックを許可するポリシーを定義します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-wildcard match source-address wildcard-trust

user@host# set policy permit-wildcard match destination-address any

user@host# set policy permit-wildcard match application any

user@host# set policy permit-wildcard then permit
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結果 構成モードで、show security policies および show security zones コマンドを入力して構成内

容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して

修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy permit-wildcard {

match {

source-address wildcard-trust;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

user@host# show security zones

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

interfaces {

ge-0/0/2 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

}

security-zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/1 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

user@host# show security address-book

book1 {

address wildcard-trust {

wildcard-address 192.168.0.11/255.255.0.255;

}

attach {

zone trust;

}

}
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デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ポリシー構成の確認 207ページ

ポリシー構成の確認

目的 セキュリティ ポリシーに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで show security policies policy-name permit-wildcard detail コマンドを入力し、

デバイスで構成された permit-wildcard セキュリティ ポリシーに関する詳細を表示します。

意味 出力には、システムで構成されている permit-wildcard ポリシーの情報が表示されます。 以

下の情報を確認します。

• 発信元と宛先のゾーン

• ソースおよび宛先のアドレス

• 一致基準

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 192ページのワイルドカード アドレスについて

• 196ページの例: すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

• 200ページの例: 選択したトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

セキュリティ ポリシーの順序付けについて

Junos OS には、ポリシー リストのポリシーの順序が有効であることを確認するツールが用意

されています。

あるポリシーは、別のポリシーを覆い隠す シャドウである可能性があります。 以下の例を考

察してみてください。

例 1

[edit]

user@host# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust match destination-address

any
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user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust match application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust set then permit

user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match

source-address any

user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match

application any

user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all then

deny

例 2

[edit]

user@host# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1.0

host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security address-book book1 address mail-untrust 1.1.1.24/32

user@host# set security address-book book1 attach zone untrust

user@host# set security address-book book2 address mail-trust 192.168.1.1/32

user@host# set security address-book book2 attach zone trust

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

source-address mail-trust

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

destination-address mail-untrust

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

application junos-mail

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail then

permit

例 1 および 2 では、ポリシー permit-mail が、ゾーン trust からゾーン untrust に向かうト

ラフィックのポリシー permit-all の後で構成されています。 ゾーン untrust から発信される

すべてのトラフィックは、最初のポリシー permit-all と一致し、デフォルトで許可されます。

また、どのトラフィックもポリシー permit-mail とは一致しません。

Junos OS はリストの最上位からポリシー ルックアップを実行するため、受信したトラフィッ

クに一致を見つけると、ポリシー リストのそれ以降の部分は調べません。 上記の例を修正す

るには、より具体的なポリシーが先になるように、ポリシーの順序を変更するだけでかまいま

せん。

[edit]

user@host# insert security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail

before policy permit-all

何十、何百のポリシーがある場合など、あるポリシーが別のポリシーを覆い隠している場合は、

単純にはわからないことがあります。 ポリシーがシャドウされているかどうかを確認するに

は、以下のコマンドを入力します。

[edit]

user@host# show policy-options <policy-name>

このコマンドを使用すると、シャドウしているポリシーとシャドウされているポリシーが報告

されます。 その後で、管理者の責任において問題を修正します。
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注: ポリシーの 「シャドウ」 の概念は、ポリシー リストの中で上位にあるポリ

シーがその下位にあるポリシーの前に有効になる状況を表します。 ポリシー ルッ

クアップによる検索では、5 つの部分に分かれたソースの集合、宛先ゾーン、ソー

ス アドレスと宛先アドレス、およびアプリケーション タイプが一致する最初のポ

リシーが使用されます。そのため、別のポリシーが同じ集合（または集合のサブセッ

ト）に適用される場合、ポリシー ルックアップはリストの最初のポリシーを使用

し、2 番目のポリシーに到達することはありません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 194ページのセキュリティ ポリシーの構成の概要

• 196ページの例: すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

• 200ページの例: 選択したトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

例: ポリシーの並べ替え

この例では、ポリシーの作成後に配置を変更する方法を示します。

• 要件 209ページ

• 概要 209ページ

• 構成 209ページ

• 確認 210ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してくだ

さい。

• アドレス帳を構成し、ポリシーで使用するアドレスを作成します。 178ページの「「例: アド

レス帳とアドレス セットの構成」」を参照してください。

概要

ポリシーを並べ替えてシャドウを修正するには、より具体的なポリシーが先になるように、ポ

リシーの順序を変更するだけでかまいません。

構成

ステップごとの手順 既存のポリシーを並べ替えるには、以下の手順に従います。

1. 以下のコマンドを入力して、2 つの既存のポリシーを並べ替えます。

[edit]

user@host# insert security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail

before policy permit-all

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。
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[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security policies コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 207ページのセキュリティ ポリシーの順序付けについて

セキュリティ ポリシーのトラブルシューティング

• セキュリティ ポリシーのコミット エラーの確認 210ページ

• セキュリティ ポリシーのコミットの確認 210ページ

• ポリシー ルックアップのデバッグ 211ページ

セキュリティ ポリシーのコミット エラーの確認

問題 ポリシー構成のエラーの大半は、コミット時またはランタイム時に発生します。

コミット エラーは、構成モードで CLI コマンド commit-check を実行すると、CLI に直接報告

されます。 このようなエラーは構成エラーです。エラーを修正しない限り、構成をコミットす

ることはできません。

ソリューション このようなエラーを修正するには、以下の手順を実行します。

1. 構成データを確認します。

2. ファイル /var/log/nsd_chk_only を開きます。 このファイルは、コミット チェックを実

行するたびに上書きされ、詳細なエラー情報が記録されています。

セキュリティ ポリシーのコミットの確認

問題 ポリシー構成のコミット実行時に、システムの動作が正しくないことがわかった場合は、以下

の手順に従って問題のトラブルシューティングを行います。

ソリューション 動作モードの show コマンド — セキュリティ ポリシーに対して動作コマンドを実行し、出

力に表示される情報が予期したものと合致することを確認します。 そうでない場合は、構

成を適切に変更する必要があります。

1.

2. traceoptions — ポリシー構成に traceoptions コマンドを設定します。 この階層構造下の

フラグは、show コマンド出力のユーザー分析に従って選択できます。 使用するフラグを特

定できない場合は、フラグ オプション all を使用して、すべてのトレース ログをキャプ

チャできます。

user@host# set security policies traceoptions <flag all>
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また、オプションでファイル名を設定し、ログをキャプチャすることもできます。

user@host# set security policies traceoptions <filename>

トレース オプションでファイル名を指定した場合は、/var/log/<ファイル名> を調べて、その

ファイルでエラーが報告されているかどうかを確認することができます （ファイル名を指定し

ていない場合、デフォルトのファイル名は eventd です）。エラー メッセージには、エラーの

場所と適切な理由が示されます。

トレース オプションの構成後は、不正なシステム動作の原因となった構成を再コミットする必

要があります。

ポリシー ルックアップのデバッグ

問題 構成が正しいにもかかわらず、一部のトラフィックが誤ってドロップされたり許可されたりし

た場合は、セキュリティ ポリシーの traceoptions で lookup フラグを有効にすることができ

ます。 lookup フラグを有効にすると、ルックアップに関連するトレースがトレース ファイル

に記録されます。

ソリューション user@host# set security policies traceoptions <flag lookup>

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 210ページのセキュリティ ポリシーのコミット エラーの確認

• 210ページのセキュリティ ポリシーのコミットの確認

• 211ページのポリシー ルックアップのデバッグ

• 211ページのポリシー統計データの監視

ポリシー統計データの監視

目的 以前に構成されたポリシーに基づき、Junos OS が許可または拒否するトラフィックを監視およ

び記録します。

アクション トラフィックを監視するには、count および log オプションを有効にします。

Count — 個別のポリシーで構成できます。 count が有効の場合、特定のポリシーに対してファ

イアウォールの内側に入ったパケット数、バイト数、およびセッション数の統計データが収集

されます。 カウント数（パケットおよびバイトについてのみ）では、トラフィックが指定した

しきい値を超えた場合に、常にアラームが発生するように指定できます。

Log — ロギング機能は、セッション初期化（session-init）またはセッション終了

（session-close）ステージにおいて、セッション ポリシーで有効にできます。

• 拒否された接続のログを表示するには、session-init でログを有効にします。

• 終了/ティアダウン後にセッションのログを記録するには、session-close でログを有効にし

ます。
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注: セッション ログは、フロー コードではリアルタイムで有効になるため、ユー

ザー パフォーマンスに影響します。 session-close と session-init の両方が有効

になっている場合は、session-init だけが有効になっている場合と比較して、さら

にパフォーマンスが低下します。

セッション ログに対して収集される情報の詳細については、26ページの「「SRX シリーズ サー

ビス ゲートウェイのセッション ログで提供される情報」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 210ページのセキュリティ ポリシーのトラブルシューティング

• 210ページのセキュリティ ポリシーのコミット エラーの確認

• 210ページのセキュリティ ポリシーのコミットの確認

• 211ページのポリシー ルックアップのデバッグ

セキュリティ ポリシーの照合

show security match-policies コマンドを使用すると、ソース ポート、宛先ポート、ソース IP

アドレス、宛先 IP アドレス、およびプロトコルの各一致基準を使用して、トラフィックの問

題をトラブルシューティングできます。 たとえば、適切なポリシーが構成されていない、また

は一致基準が正しくないためにトラフィックが通過していない場合は、show security

match-policies コマンドを使用してオフラインで作業し、実際に問題が発生している場所を特

定することができます。 このコマンドは検索エンジンを使用して問題を特定するため、トラ

フィックに対して適切な一致ポリシーを使用することができます。

result-count オプションでは、表示するポリシーの数を指定します。 リストで最初に有効にさ

れているポリシーが、一致するすべてのトラフィックに適用されるポリシーです。 その下にあ

る他のポリシーは、最初のポリシーによって「シャドウ」されるため、一致するトラフィック

と照合されることはありません。

注: show security match-policies コマンドはセキュリティ ポリシーにのみ該当し

ます。IDP ポリシーはサポートされていません。

例 1: show security

match-policies

user@host> show security match-policies from-zone z1, to-zone z2 source-ip 10.10.10.1 destination-ip

30.30.30.1 source-port 1 destination-port 21 protocol tcp

Policy: p1, action-type: permit, State: enabled, Index: 4

Sequence number: 1

From zone: z1, To zone: z2

Source addresses:

a2: 20.20.0.0/16

a3: 10.10.10.1/32

Destination addresses:

d2: 40.40.0.0/16

d3: 30.30.30.1/32
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Application: junos-ftp

IP protocol: tcp, ALG: ftp, Inactivity timeout: 1800

Source port range: [0-0]

Destination port range: [21-21]

例 2: result-count オプ

ションの使用

デフォルトでは、出力リストには、指定された特性を持つトラフィックに適用されるポリシー

が表示されます。 条件に一致する複数のポリシーを一覧表示するには、result-count オプショ

ンを使用します。 一覧表示される最初のポリシーは、常に一致するトラフィックに適用される

ポリシーになります。 result-count 値が 2 ～ 16 の場合、出力には、指定されている

result-count を最大値とした一致するすべてのポリシーが表示されます。 最初以降に一覧表示

されるすべてのポリシーは最初のポリシーによって「シャドウ」されるため、一致するトラ

フィックに適用されることはありません。

このオプションを使用して、新たしいポリシーの位置をテストしたり、特定のトラフィックに

対して予期した通りに適用されないポリシーをトラブルシューティングしたりします。

以下の例では、トラフィック条件が 2 つのポリシーに一致します。 一覧表示されている最初

のポリシー p1 には、トラフィックに適用されたアクションが表示されます。 ポリシー p15

は最初のポリシーとそのアクションによってシャドウされるため、一致するトラフィックに適

用されません。

user@host> show security match-policies source-ip 10.10.10.1 destination-ip 20.20.20.5 source_port

1004 destination_port 80 protocol tcp result_count 5

Policy: p1, action-type: permit, State: enabled, Index: 4

Sequence number: 1

From zone: zone-A, To zone: zone-B

Source addresses:

sa1: 10.10.0.0/16

Destination addresses:

da5: 20.20.0.0/16

Application: any

IP protocol: 1, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [1000-1030]

Destination port range: [80-80]

Policy: p15, action-type: deny, State: enabled, Index: 18

Sequence number: 15

From zone: zone-A, To zone: zone-B

Source addresses:

sa11: 10.10.10.1/32

Destination addresses:

da15: 20.20.20.5/32

Application: any

IP protocol: 1, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [1000-1030]

Destination port range: [80-80]

一致するポリシーの詳細と、options および output の各フィールドの説明については、『Junos

OS CLI Reference』を参照してください。
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監査ログの検索とソート

監査担当者は監査証跡を分析し、監査レコードを確認し、メンテナンスを目的として監査証跡

を削除します。 検索およびソート機能は、監査管理者が関連する監査情報を表示するための効

率的なメカニズムを提供します。 この機能は、監査管理者が潜在的なセキュリティ違反を特定

し、セキュリティ侵害に対するアクションを実行するのに役立ちます。 監査ログを表示できる

のは、監査管理者だけです。 また、IDS 監査ログを表示できるのは、IDS 監査管理者だけで

す。

監査管理者は、監査イベントを構成し、潜在的なセキュリティ違反を示すしきい値を設定する

ことができます。 デバイスは、このようなイベントの発生を監視し、イベントが発生した場

合、または設定されたしきい値に到達した場合は、管理者に通知します。

管理者は、以下の要素に基づいて監査ログ データを検索またはグループ化できます。

• 宛先サブジェクト ID

• ソース サブジェクト ID

• 日付、時刻、ユーザー ID、サブジェクト サービス ID の範囲、またはトランスポート レイ

ヤー プロトコル

• ルール ID

• ユーザー ID

• ネットワーク インターフェース

• 監査可能なセキュリティ イベントの成功

• 監査可能なセキュリティ イベントの失敗

注:

• メモリ内の監査イベント ログが、セキュリティ管理者が設定した制限を超過する

と、デバイスは、コンソールまたはセキュリティ アラーム システムにアラーム

を送信します。 次に、新しい監査イベント ログ メッセージで、最も古いログ

メッセージを上書きします。

• システムの再起動時に、デバイスは、ログイン クラスを含む既存の構成のコミッ

トを実行します。 そのため、すべてのユーザー定義のクラスについて、変更され

たことを示す監査ログ エントリが残されます。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

パケット フロー アラームと監査について

ポリシー違反によってパケットがドロップされると、アラームがトリガーされます。 ポリシー

違反は、パケットがリジェクトまたは拒否ポリシーに一致すると発生します。 ポリシー違反ア

ラームは、システムが以下のいずれかの監査対象イベントを監視している場合に生成されます。
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• 指定された期間内のソース ネットワーク識別子別のポリシー違反数

• 指定された期間内の宛先ネットワーク識別子に対するポリシー違反数

• 指定された期間内のアプリケーションに対するポリシー違反数

• 指定された期間内のポリシー ルールまたはルール違反のグループ

これら 4 つのイベントに対応するアラームは 4 種類用意されています。 アラームは、ソース

IP、宛先 IP、アプリケーション、およびポリシーに基づいています。

パケットに対してリジェクトまたは拒否ポリシーが実行されると、有効になっているすべての

アラームのタイプについて、ポリシー違反カウンタが増加します。 指定された期間内に、いず

れかのカウンタが指定されたしきい値に到達すると、アラームが発生します。 指定された期間

が経過すると、ポリシー違反カウンタがリセットされ、新たなカウンティング サイクルを開始

するために再使用されます。

アラーム情報を表示するには、show security alarms コマンドを実行します。 違反カウントと

アラームは、システムの再起動時に保持されません。 再起動後は、違反カウントがゼロにリ

セットされ、アラームはアラーム キューから消去されます。

適切なアクションを実行したら、アラームを消去することができます。 アラームは、消去する

まで（またはデバイスを再起動するまで）は、キューに残されます。 アラームを消去するに

は、clear security alarms コマンドを実行します。 アラームを消去すると、後続の一連のフ

ロー ポリシー違反によって新しいアラームが発生します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 701ページの例: セキュリティ アラームの通知として音声アラートを設定する

• 215ページの例: ポリシー違反に応じたセキュリティ アラームの生成

例: ポリシー違反に応じたセキュリティ アラームの生成

この例では、ポリシー違反が発生したときにシステム アラームを生成するようにデバイスを構

成する方法を示します。 デフォルトでは、ポリシー違反が発生してもアラームは発生しませ

ん。

• 要件 215ページ

• 概要 215ページ

• 構成 216ページ

• 確認 217ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、以下の場合にアラームが発生するように構成します。
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• アプリケーション サイズが 10240 ユニットの場合

• ソース IP の違反回数が、20 秒以内に 1000 回を超えた場合

• 宛先 IP の違反回数が、10 秒以内に 1000 回を超えた場合

• ポリシー一致違反が 100 回を超え、サイズが 100 ユニットの場合

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security alarms potential-violation policy application size 10240

set security alarms potential-violation policy source-ip threshold 1000 duration 20

set security alarms potential-violation policy destination-ip threshold 1000 duration 10

set security alarms potential-violation policy policy-match threshold 100 size 100

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ポリシー違反アラームを構成するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ アラームを有効にします。

[edit]

user@host# edit security alarms

2. アプリケーション違反が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation policy]

user@host# set application size 10240

3. ソース IP 違反が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation policy]

user@host# set source-ip threshold 1000 duration 20

4. 宛先 IP 違反が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation policy]

user@host# set destination-ip threshold 1000 duration 10

5. ポリシー一致違反が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation policy]

user@host# set policy-match threshold 100 size 100

結果 構成モードで、show security alarms コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図

した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

policy {

source-ip {

threshold 1000;

duration 20;

}

destination-ip {
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threshold 1000;

duration 10;

}

application {

size 10240;

}

policy-match {

threshold 100;

size 100;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security alarms コマンド

を入力します。

関連項目 • Junos OS CLI Reference

• 214ページのパケット フロー アラームと監査について
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第8章

セキュリティ グローバル ポリシー

• グローバル ポリシーの概要 219ページ

• 例: グローバル ポリシーの構成 220ページ

• ハイエンド SRX シリーズ デバイスに対するポリシーの定義のベスト プラクティス 223ページ

• メモリ ステータスの確認 225ページ

グローバル ポリシーの概要

Junos OS のステートフル ファイアウォールでは、セキュリティ ポリシーがトランジット ト

ラフィックに対してルール（ファイアウォールを通過できるトラフィックと、トラフィックが

ファイアウォールを通過したときに実行する必要があるアクション）を強制します。 セキュリ

ティ ポリシーでは、トラフィックがあるセキュリティ ゾーンに入り、別のセキュリティ ゾー

ンから出ていく必要があります。 この from-zone と to-zone の組み合わせは、contextと呼

ばれます。 各コンテキストは、順序付けされたポリシーのリストで構成されています。 各ポ

リシーは、コンテキスト内で定義された順序で処理されます。

セキュリティ ポリシーは、ユーザー インターフェースから構成できます。 セキュリティ ポ

リシーでは、スケジュールされた時刻に特定の IP ソースから特定の宛先 IP に流れることが

許可されるトラフィックの種類を定義することで、あるゾーンから別のゾーンに向かうトラ

フィック フローを制御します。 この仕組みはほとんどの場合にうまく機能しますが、柔軟性

に欠けています。 たとえば、トラフィックに対してアクションを実行し、ゾーンについて考慮

しない（つまり、DMZ の特定のサーバーにアクセスするすべてのトラフィックを許可する）場

合は、考え得る各コンテキストについてポリシーを構成する必要があります。 あらゆるコンテ

キストに対する複数のポリシーを作成しなくても済むように、グローバル ポリシーを作成する

ことができます。 グローバル ポリシーを使用することで、ゾーン指定の制約を受けることな

く、トラフィックに対するアクションを実行する柔軟性が提供されます。

他のセキュリティ ポリシーとは異なり、グローバル ポリシーは特定のソース ゾーンと宛先

ゾーン（from-zone および to-zone）を参照することはありません。 グローバル ポリシーを

使用することで、セキュリティ ゾーンにかかわらず、アドレスとアプリケーションを使用した

トラフィックの制御が可能になります。 グローバル ポリシーは、ユーザー定義のアドレスま

たは事前定義されたアドレス「any」を参照します。これらのアドレスは、複数のセキュリティ

ゾーンにまたがることもできます。 たとえば、複数のゾーンとのアクセスを提供する場合は、

アドレスを「any」と指定してグローバル ポリシーを作成することができます。このアドレス

は、すべてのゾーンのすべてのアドレスを包含するものです。 「any」アドレスを選択すると、

任意の IP アドレスと一致します。また、任意のグローバル ポリシー構成で「any」がソース/
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宛先アドレスとして使用されている場合は、任意のパケットのソース/宛先アドレスと一致しま

す。

トラフィックは、ポリシーのソース アドレス、宛先アドレス、およびトラフィックがプロトコ

ル ヘッダーで伝送するアプリケーションを照合することによって分類されます。 他のセキュ

リティ ポリシーと同様、グローバル ポリシーでは、許可（permit）、拒否（deny）、リジェ

クト（reject）、ログ（log）、カウント（count）の各アクションを指定します。

注: VPN トンネルでは特定のゾーン情報（from-zone および to-zone）が必要にな

るため、グローバル ポリシーは VPN トンネルをサポートしていません。

ある論理システムのグローバル ポリシーは、他のセキュリティ ポリシーとは別のコンテキス

トに配置され、ポリシー ルックアップでは、通常のセキュリティ ポリシーよりも低い優先度

が割り当てられます。 たとえば、ポリシー ルックアップが実行されると、グローバル ポリ

シーよりも通常のセキュリティ ポリシーが優先されます。 そのため、ポリシー ルックアップ

では、最初に通常のセキュリティ ポリシーが検索され、一致がない場合はグローバル ポリシー

のルックアップが実行されます。

通常のポリシーと同様、コンテキストのグローバル ポリシーには順序が付けられており、最初

に一致したポリシーがトラフィックに適用されます。

各論理システムに対して、グローバル ポリシーを定義することができます。

関連項目 187ページのセキュリティ ポリシーの概要•

• 190ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 193ページのセキュリティ ポリシーの要素について

• 220ページの例: グローバル ポリシーの構成

例: グローバル ポリシーの構成

他の Junos OS のセキュリティ ポリシーとは異なり、グローバル ポリシーは特定のソース

ゾーンと宛先ゾーンを参照することはありません。 グローバル ポリシーは、事前定義された

アドレス「any」または複数のセキュリティ ゾーンにまたがるユーザー定義のアドレスを参照

します。 グローバル ポリシーでは、ゾーンの制約を一切受けることなく、トラフィックに対

してアクションを実行する柔軟性が提供されます。 たとえば、すべてのゾーンのすべてのホス

トが会社の Web サイト（www.juniper.net）にアクセスできるようにするグローバル ポリシー

を作成できます。 多数のセキュリティ ゾーンが存在する場合は、グローバル ポリシーを使用

すると便利です。 トラフィックは、そのソース アドレス、宛先アドレス、およびトラフィッ

クがプロトコル ヘッダーで伝送するアプリケーションを照合することによって分類されます。

この例では、トラフィックを拒否または許可するグローバル ポリシーを構成する方法を示しま

す。

• 要件 221ページ

• 概要 221ページ
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• 構成 221ページ

• 確認 222ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ファイアウォール セキュリティ ポリシーを確認します。

187ページの「「セキュリティ ポリシーの概要」」、190ページの「「セキュリティ ポリシー

ルールについて」」、および193ページの「「セキュリティ ポリシーの要素について」」を参

照してください。

• アドレス帳を構成し、ポリシーで使用するアドレスを作成します。

178ページの「「例: アドレス帳とアドレス セットの構成」」を参照してください。

• ポリシーが、該当するタイプのトラフィックに適用されることを示すアプリケーション（ま

たはアプリケーション セット）を作成します。

237ページの「「例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成」」を参照してくだ

さい。

概要

この構成例では、複数のセキュリティ ポリシーがゾーンを使用して実現する動作と同じように

動作するグローバル ポリシーを構成する方法を示します。 グローバル ポリシー gp1 はすべ

てのトラフィックを許可しますが、ポリシー gp2 はすべてのトラフィックを拒否します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security address-book global address server1 www.juniper.net

set security address-book global address server2 www.mail.com

set security policies global policy gp1 match source-address server1

set security policies global policy gp1 match destination-address server2

set security policies global policy gp1 match application any

set security policies global policy gp1 then permit

set security policies global policy gp2 match source-address server2

set security policies global policy gp2 match destination-address server1

set security policies global policy gp2 match application junos-ftp

set security policies global policy gp2 then deny

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

すべてのトラフィックを許可または拒否するグローバル ポリシーを構成するには、以下の手順

に従います。

1. アドレスを作成します。
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[edit security]

user@host# set security address-book global address server1 www.juniper.net

user@host# set security address-book global address server2 www.mail.com

2. すべてのトラフィックを許可するグローバル ポリシーを作成します。

[edit security]

user@host#set policy global policy gp1 match source-address server1

user@host#set policy global policy gp1 match destination-address server2

user@host#set policy global policy gp1 match application any

user@host#set policy global policy gp1 then permit

3. すべてのトラフィックを拒否するグローバル ポリシーを作成します。

[edit security]

user@host#set policy global policy gp2 match source-address server2

user@host#set policy global policy gp2 match destination-address server1

user@host#set policy global policy gp2 match application junos-ftp

user@host#set policy global policy gp2 then deny

結果 構成モードで、show security policies および show security policies <global> コマンドを入

力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順

を繰り返して修正します。

user@host# show security policies

Default policy: permit-all

Global policies:

Policy: gp1, State: enabled, Index: 4, Scope Policy: 0, Sequence number: 1

Source addresses: server1

Destination addresses: server2

Applications: any

Action: permit

Policy: gp2, State: enabled, Index: 5, Scope Policy: 0, Sequence number: 2

Source addresses: server2

Destination addresses: server1

Applications: junos-ftp

Action: deny

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認します。

グローバル ポリシー構成の確認

目的 必要に応じて、グローバル ポリシー p1 および p2 を確認します。

アクション 動作モードで、show security policy <global> コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要
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ハイエンド SRX シリーズ デバイスに対するポリシーの定義のベスト プラクティス

セキュアなネットワークは、ビジネスにとって不可欠です。 ネットワークを安全に保つために

は、そのビジネスの範囲内のすべてのネットワーク リソースと、そのようなリソースに対して

必要とされるセキュリティ レベルをカバーするセキュリティ ポリシーを作成する必要があり

ます。 セキュリティ ポリシーは、コンテキスト内（from-zone から to-zone）のトランジット

トラフィックにセキュリティ ルールを適用します。また、各ポリシーは、ポリシー名によって

一意に識別されます。 トラフィックは、ソースと宛先のゾーン、ソースと宛先のアドレス、お

よびデータ プレーンにポリシー データベースを持つプロトコル ヘッダーでトラフィックが伝

送するアプリケーションを照合することで分類されます。

SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスは、最大で 1024 個の

ソース アドレス オブジェクト、1024 個の宛先アドレス オブジェクト、および 128 個のアプ

リケーション オブジェクトをサポートします。 これらのオブジェクトは、単一のポリシー

ルールまたは複数のポリシー定義で使用できます。 SRX1400 デバイスでは、最大 10,000 個の

ポリシー ルールを定義できます。また、SRX3400 および SRX3600 の各デバイスでは 40,000

個、SRX5600 および SRX5800 の各デバイスでは最大 80,000 個のポリシー ルールを定義でき

ます。 ただし、定義されているポリシーの数にかかわらず、設定できるソースまたは宛先アド

レス オブジェクトは最大 1024 個で、アプリケーション オブジェクトは 128 個です。

そのため、各ルールのアドレス数とアプリケーション数が増加すると、ポリシー定義で使用さ

れるメモリ量が増加するため、80,000 ポリシーに満たない場合でもシステムがメモリ不足にな

る場合があります。

注: できるだけ、グローバル ポリシーを使用することをお勧めします。 グローバ

ル ポリシーを使用することで、ゾーン指定の制約を受けることなく、トラフィック

に対するアクションを実行する柔軟性が提供されます。

パケット転送エンジン（PFE）およびルーティング エンジン（RE）に対するポリシーの実際の

メモリ使用率を把握するには、メモリ ツリーの各種コンポーネントを考慮する必要がありま

す。 メモリ ツリーは、以下の 2 つのコンポーネントで構成されています。

• ポリシー コンテキスト – そのコンテキストで、すべてのポリシーを整理するために使用し

ます。 ポリシー コンテキストには、ソース ゾーンや宛先ゾーンなどの変数が含まれます。

• ポリシー エンティティ – ポリシー データを保持するために使用します。 ポリシー エン

ティティは、ポリシー名、IP アドレス、アドレス カウント、アプリケーション、ファイア

ウォール認証、WebAuth、IPsec、カウント、アプリケーション サービス、および Junos

Services Framework（JSF）などのパラメータを使用してメモリ量を計算します。

また、ポリシーやルール セットなどのコンポーネントを保存するために使用するデータ構造

は、パケット転送エンジンおよびルーティング エンジンに対して使用するメモリ量が異なりま

す。 たとえば、ポリシーの各アドレスに対するアドレス名はルーティング エンジンに保存さ

れますが、パケット転送エンジン レベルではメモリが割り当てられません。 同様に、ポート

範囲はプレフィックスとマスクのペアに拡大され、パケット転送エンジンに保存されますが、

そのようなメモリはルーティング エンジンでは割り当てられません。
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そのため、ポリシー構成に応じて、ルーティング エンジンに対するポリシー コントリビュー

タとパケット転送エンジンに対するポリシー コントリビュータは異なり、メモリが動的に割り

当てられます。

メモリは、「deferred delete」状態によっても消費されます。 「deferred delete」状態で

は、SRX シリーズ デバイスがポリシーの変更を適用すると、以降に伴い、古いポリシーと新し

いポリシーの両方が存在することになり、使用量のピークが発生します。 つまり、古いポリ

シーと新しいポリシーの両方がパケット転送エンジンに存在することになり、この短期間は必

要なメモリ量が 2 倍になります。

そのため、いずれかのコンポーネント（パケット転送エンジンまたはルーティング エンジン）

が、特定の時点で使用するメモリ量を明確に推測する確実な方法は存在しません。これは、必

要なメモリ量がポリシーの具体的な構成によって異なり、メモリが動的に割り当てられるため

です。

ポリシー実装に関する以下のベスト プラクティスを採用することで、より効率的にシステム

メモリを使用することができ、ポリシー構成を最適化することができます。

• ソース アドレスと宛先アドレスに対して単一のプレフィックスを使用します。 たとえば、/32

アドレスを使用して各アドレスを個別に追加する代わりに、必要な IP アドレスの大半をカ

バーする大きなサブネットを使用します。

• できるだけ、アプリケーション「any」を使用します。 ポリシーで個別のアプリケーション

を定義するたびに、追加で 52 バイトが使用される可能性があります。

• IPv6 アドレスはメモリ使用量が大きいため、使用する IPv6 アドレス数を少なくします。

• ポリシー構成で使用するゾーン ペアの数を少なくします。 各ソースまたは宛先ゾーンは、

約 16,048 バイトのメモリを使用します。

• 以下の各パラメータを使用することで、指定されたバイト数だけメモリ消費量が変化する場

合があります。

• ファイアウォール認証 – 約 16 バイト以上（未確定）

• Web 認証 – 約 16 バイト以上（未確定）

• IPsec – 12 バイト

• アプリケーション サービス – 28 バイト

• カウント – 64 バイト

• 使用されるソースおよび宛先プレフィックスとアプリケーションに応じて全体的なメモリ使

用量が低下するため、グローバル ポリシーを使用します。

• ポリシーをコンパイルする前後に、メモリ使用率を確認します。
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注: 必要なメモリ量は、デバイスごとに異なります。 たとえば、あるデバイスで

は、デフォルトで 512,000 セッションをサポートし、起動メモリは一般的に 72

～ 73 パーセントです。 しかし、他のデバイスでは 100 万セッションをサポー

トし、起動メモリが 83 ～ 84 パーセントに到達する場合があります。 ワースト

ケースのシナリオでは、SPU で約 80,000 ポリシーをサポートするために、flowd

カーネルのメモリ消費量が最大 82 パーセントで、使用可能なメモリ量が 170M

バイト以上の状態で SPU を起動する必要があります。

関連項目 187ページのセキュリティ ポリシーの概要•

• 190ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 173ページのグローバル アドレス帳について

• 219ページのグローバル ポリシーの概要

• 220ページの例: グローバル ポリシーの構成

• 225ページのメモリ ステータスの確認

メモリ ステータスの確認

SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、フロー エンティ

ティ（ポリシー、ゾーン、アドレスなど）で使用されるメモリが動的に割り当てられます。 た

だし、特定の対策を講じることで、特にポリシー実装時に、デバイスでの現在のメモリ使用量

を監視し、パラメータを最適化して良好なシステム構成のサイズを保つのに役立つ場合があり

ます。

ポリシー構成の前後にメモリ値を比較することで、メモリの問題を特定することができます。

メモリ使用量を確認するには、以下の手順に従います。

• show chassis routing-engine コマンドを使用して、ルーティング エンジン（RE）全体のメモ

リ使用量を確認します。 このコマンドによる以下の出力では、39 パーセントのメモリ使用

率が示されています。

user@host# show chassis routing-engine

Routing Engine status:

Slot 0:

Current state Master

Election priority Master (default)

DRAM 1024 MB

Memory utilization 39 percent

CPU utilization:

User 0 percent

Background 0 percent

Kernel 2 percent

Interrupt 0 percent

Idle 97 percent

Model RE-PPC-1200-A

Start time 2011-07-09 19:19:49 PDT

Uptime 37 days, 15 hours, 44 minutes, 13 seconds

Last reboot reason 0x3:power cycle/failure watchdog
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Load averages: 1 minute 5 minute 15 minute

0.22 0.16 0.07

• show system processes extensive コマンドを使用して、ルーティング エンジンで実行してい

るプロセスに関する情報を取得します。

user@host# show system processes extensive

last pid: 13469; load averages: 0.10, 0.12, 0.07 up 37+15:46:43 11:06:02

127 processes: 3 running, 97 sleeping, 27 waiting

Mem: 203M Active, 47M Inact, 107M Wired, 343M Cache, 110M Buf, 282M Free

Swap: 2032M Total, 2032M Free

PID USERNAME THR PRI NICE SIZE RES STATE TIME WCPU COMMAND

11 root 1 171 52 0K 16K RUN 863.7H 96.14% idle

1128 root 1 97 0 32768K 13852K select 19.1H 1.12% chassisd

12 root 1 -20 -139 0K 16K RUN 473:40 0.00% swi7: clock

1038 root 1 76 0 0K 16K 369:31 0.00% bcmLINK.0

1158 root 1 96 0 7288K 3144K select 62:31 0.00% license-check

1162 root 1 96 0 13684K 6444K select 48:11 0.00% l2ald

1188 root 1 96 0 19248K 8068K select 47:54 0.00% mib2d

1147 root 1 96 0 12572K 2592K select 31:20 0.00% shm-rtsdbd

1187 root 2 96 0 28948K 5944K select 22:15 0.00% pfed

1152 root 1 96 0 47476K 8104K select 18:28 0.00% idpd

1189 root 1 96 0 18744K 13684K select 15:53 0.00% snmpd

1129 root 1 96 0 7684K 3384K select 14:57 0.00% alarmd

14 root 1 -40 -159 0K 16K WAIT 14:29 0.00% swi2: net

1125 root 1 96 0 2120K 932K select 13:14 0.00% bslockd

25 root 1 -68 -187 0K 16K WAIT 12:40 0.00% irq36: tsec1

1161 root 1 4 0 43320K 10948K kqread 8:41 0.00% rpd

57 root 1 -16 0 0K 16K - 6:40 0.00% schedcpu

show system processes extensive コマンドで find nsd オプションを使用し、合計メモリ使

用量が 10 メガバイトで CPU 使用率が 0 パーセントの状態のネットワーク セキュリティ

デーモン（NSD）について、直接的な使用量を確認します。

user@host# show system processes extensive | find nsd

1182 root 1 96 0 10976K 5676K select 2:08 0.00% nsd

1191 root 4 4 0 8724K 3764K select 1:57 0.00% slbd

1169 root 1 96 0 8096K 3520K select 1:51 0.00% jsrpd

1200 root 1 4 0 0K 16K peer_s 1:10 0.00% peer proxy

1144 root 1 96 0 9616K 3528K select 1:08 0.00% lacpd

1138 root 1 96 0 6488K 2932K select 1:02 0.00% ppmd

1130 root 1 96 0 7204K 2208K select 1:02 0.00% craftd

1163 root 1 96 0 16928K 5188K select 0:58 0.00% cosd

1196 root 1 4 0 0K 16K peer_s 0:54 0.00% peer proxy

47 root 1 -16 0 0K 16K sdflus 0:54 0.00% softdepflush

1151 root 1 96 0 15516K 9580K select 0:53 0.00% appidd

900 root 1 96 0 5984K 2876K select 0:41 0.00% eventd

• 構成のファイル サイズを確認します。 CLI を終了する前に、一意の名前を付けて構成ファ

イルを保存します。 次に、UNIX レベルのシェルのシェル プロンプトから ls -1 filename

コマンドを入力して、以下の出力例で示されているようなファイル サイズを確認します。

user@host> start shell

% ls -l config

-rw-r--r-- 1 remote staff 12681 Feb 15 00:43 config
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関連項目 • 223ページのハイエンド SRX シリーズ デバイスに対するポリシーの定義のベスト プラクティ

ス

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 193ページのセキュリティ ポリシーの要素について

• 219ページのグローバル ポリシーの概要

• 220ページの例: グローバル ポリシーの構成
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第9章

セキュリティ ポリシー スケジューラ

• セキュリティ ポリシー スケジューラの概要 229ページ

• 例: スケジューラの構成 230ページ

• スケジュールされたポリシーの確認 233ページ

セキュリティ ポリシー スケジューラの概要

スケジューラは強力な機能であり、指定した期間だけポリシーをアクティブにできます。 スケ

ジューラは、ポリシーがアクティブな期間内について、単一（非反復）または反復のタイム ス

ロットに対して定義できます。 スケジューラは、ポリシーに関係なく作成できます。つまり、

どのポリシーもスケジューラを使用できません。 ただし、スケジュールされた時間内にポリ

シーをアクティブにする場合は、最初にスケジューラを作成する必要があります。

スケジューラがタイムアウトすると、関連付けられたポリシーが非アクティブになり、そのポ

リシーに関連付けられているすべてのセッションもタイムアウトします。

ポリシーにスケジューラへの参照が含まれている場合、ポリシーがアクティブになる時期は、

そのスケジューラによって決定されます。つまり、トラフィックに対する一致の可能性として

使用できます。 スケジューラを使用すると、一定の期間、リソースに対するアクセスを制限し

たり、制限を削除したりできます。

スケジューラには、以下のガイドラインが適用されます。

• スケジューラには、複数のポリシーを関連付けることができます。ただし、ポリシーを複数

のスケジューラに関連付けることはできません。

• ポリシーが参照するスケジューラがアクティブである間は、そのポリシーもアクティブにな

ります。

• スケジューラがオフの場合、該当するポリシーはポリシー ルックアップで使用できません。

• スケジューラは、以下のいずれかのように構成できます。

• スケジューラは、開始日時と停止日時で指定された単一のタイム スロットに対してアク

ティブにできます。

• スケジューラは、無期限にアクティブにできます（反復）。ただし、日次スケジュールの

指定に従います。 特定の日付（タイム スロット）に対するスケジュールは、日次スケ

ジュールよりも優先されます。
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• スケジューラは、平日のスケジュールで指定されたタイム スロット内でアクティブにでき

ます。

• スケジューラには、2 つのタイム スロット（日次およびタイム スロット）を組み合わせ

て指定できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 230ページの例: スケジューラの構成

• 233ページのスケジュールされたポリシーの確認

例: スケジューラの構成

この例では、スケジューラを構成する方法を示します。

• 要件 230ページ

• 概要 230ページ

• 構成 231ページ

• 確認 232ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• セキュリティ ポリシー スケジューラについて理解しておきます。 187ページの「「セキュリ

ティ ポリシーの概要」」を参照してください。

• その構成を適用する前に、セキュリティ ゾーンを構成します。

概要

スケジューラは強力な機能であり、指定した期間だけポリシーをアクティブにできます。 スケ

ジューラは、ポリシーがアクティブな期間内について、単一（非反復）または反復のタイム ス

ロットに対して定義できます。 スケジュールされた時間内にポリシーをアクティブにする場合

は、最初にスケジューラを作成する必要があります。

スケジューラを構成するには、意味のある名前と開始および停止時刻をスケジューラに対して

入力します。 また、コメントも添付することができます。

この例では、以下の作業を実行します。

• スケジューラ sch1 を指定します。このスケジューラは、自身を参照するポリシーを許可し、

2009 年 10 月 1 日から 2010 年 6 月までの間、日曜日を除く毎日午前 8 時から午後 9 時

まで、パケット一致のチェックで使用します。

• 日曜日の正午から午後 6 時までパケット一致をチェックする別のスケジューラ SunHrs を構

成します。
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• ポリシー abc を作成し、一致基準と、指定された条件に一致するトラフィックに対して実行

するアクションを指定します。 また、ポリシーにスケジューラをバインドして、指定された

週末の時間帯にアクセスを許可します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set schedulers scheduler sch1 start-date 2009-10-01.08:00 stop-date 2010-06-01.21:00

set schedulers scheduler sch1 sunday exclude

set schedulers scheduler SunHrs sunday start-time 12:00 stop-time 18:00

set security policies from-zone green to-zone red policy abc match source-address any

set security policies from-zone green to-zone red policy abc match destination-address

any

set security policies from-zone green to-zone red policy abc match application any

set security policies from-zone green to-zone red policy abc then permit

set security policies from-zone green to-zone red policy abc scheduler-name sch1

set security policies default-policy permit-all

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

スケジューラを構成するには、以下の手順に従います。

1. スケジューラを設定します。

[edit schedulers ]

user@host# set scheduler sch1 start-date 2009-10-01.08:00 stop-date 2010-06-01.21:00

user@host# set scheduler sch1 sunday exclude

2. 別のスケジューラを設定します。

[edit schedulers]

user@host# set scheduler SunHrs sunday start-time 12:00 stop-time 18:00

3. ポリシーの一致基準を指定します。

[edit security policies from-zone green to-zone red policy abc]

user@host# set match source-address any destination-address any application any

4. アクションを指定します。

[edit security policies from-zone green to-zone red policy abc]

user@host# set then permit

5. スケジューラをポリシーに関連付けます。

[edit security policies from-zone green to-zone red policy abc ]

user@host# set scheduler-name sch1

結果 構成モードで、show schedulers コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]
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[user@host]show schedulers

scheduler sch1 {

start-date 2009-10-01.08:00 stop-date 2010-06-01.21:00;

sunday exclude;

}

scheduler SunHrs {

sunday {

start-time 12:00 stop-time 18:00;

}

}

[edit]

[user@host]show security policies

from-zone green to-zone red {

policy abc {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

scheduler-name sch1;

}

}

default-policy {

permit-all;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• スケジューラがアクティブであることの確認 232ページ

• ポリシーの確認 232ページ

スケジューラがアクティブであることの確認

目的 スケジューラが有効かどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show schedulers コマンドを入力します。

ポリシーの確認

目的 ポリシーが動作しているかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 233ページのスケジュールされたポリシーの確認
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スケジュールされたポリシーの確認

目的 アドレス帳とゾーンに関する情報を表示します。

アクション show schedulers CLI コマンドを使用し、システムで構成されているスケジューラに関する情報

を表示します。 特定のスケジューラを指定すると、そのスケジューラに関する詳細な情報だけ

が表示されます。

user@host# show schedulers

scheduler sche1 {

/* This is sched1 */

start-date 2006-11-02.12:12 stop-date 2007-11-02.12:11;

}

scheduler sche2 {

daily {

all-day;

}

sunday {

start-time 16:00 stop-time 17:00;

}

friday {

exclude;

}

}

scheduler sche3 {

start-date 2006-11-02.12:12 stop-date 2007-11-02.12:11;

daily {

start-time 10:00 stop-time 17:00

}

sunday {

start-time 12:00 stop-time 14:00;

start-time 16:00 stop-time 17:00;

}

monday {

all-day;

}

friday {

exclude;

}

}

意味 出力には、システムで構成されているスケジューラの情報が表示されます。 以下の情報を確認

します。

• 日次（反復）および 1 回限り（非反復）のスケジューラが正しく構成されている

• ポリシーが関連付けられている場合に、スケジューラがアクティブになっている

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 230ページの例: スケジューラの構成
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セキュリティ ポリシー アプリケーション

• セキュリティ ポリシー アプリケーションの概要 235ページ

• ポリシー アプリケーション セットの概要 236ページ

• 例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成 237ページ

• カスタム ポリシー アプリケーション 238ページ

• ポリシー アプリケーションのタイムアウト 242ページ

• ICMP の事前定義済みポリシー アプリケーションについて 246ページ

• ICMP 不明エラーのデフォルト動作 250ページ

• インターネット関連の事前定義済みポリシー アプリケーションについて 251ページ

• Microsoft の事前定義済みポリシー アプリケーションについて 252ページ

• 動的ルーティング プロトコルの事前定義済みポリシー アプリケーションについて 254ページ

• ストリーミング ビデオの事前定義済みポリシー アプリケーションについて 254ページ

• Sun RPC の事前定義済みポリシー アプリケーションについて 255ページ

• セキュリティおよびトンネルの事前定義済みポリシー アプリケーションについて 256ページ

• IP 関連の事前定義済みポリシー アプリケーションについて 257ページ

• インスタント メッセージの事前定義済みポリシー アプリケーションについて 257ページ

• 管理の事前定義済みポリシー アプリケーションについて 258ページ

• メールの事前定義済みポリシー アプリケーションについて 259ページ

• UNIX の事前定義済みポリシー アプリケーションについて 260ページ

• その他の事前定義済みポリシー アプリケーションについて 260ページ

セキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

アプリケーションとは、プロトコル標準が存在するトラフィックのタイプです。 各アプリケー

ションは、FTP 用の TCP/ポート 21 や Telnet 用の TCP/ポート 23 など、アプリケーション

に関連付けられたトランスポート プロトコルと宛先ポート番号を持ちます。 ポリシーを作成

する場合、そのポリシー用にアプリケーションを指定する必要があります。

そのアプリケーション ブックからいずれかの事前定義済みアプリケーション、あるいは作成し

たいずれかのカスタム アプリケーションまたはアプリケーション セットを選択できます。 ポ

リシーで使用できるアプリケーションは、show application CLI コマンドを使用して確認でき

ます。
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注: 各定義済みのアプリケーションは、 ～ 65535 のソース ポート範囲を持ち、有

効なポート番号の全セットがこの範囲に含まれます。 これによって、攻撃者がこの

範囲外のソース ポートを使用してアクセス権を取得するのを防ぎます。 定義済み

のアプリケーションに対して異なるソース ポート範囲を使用する必要がある場合

は、カスタム アプリケーションを作成します。 詳細については、238ページの「「」

を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 190ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 193ページのセキュリティ ポリシーの要素について

• 236ページのポリシー アプリケーション セットの概要

ポリシー アプリケーション セットの概要

ポリシーを作成する場合は、アプリケーションまたはサービスを指定して、そのタイプのトラ

フィックにポリシーが適用されることを示す必要があります。 場合によっては、それらと同じ

アプリケーションまたはサブセットが複数のポリシーに存在する場合があるため、管理が困難

になります。 Junos OS では、 アプリケーション セットと呼ばれるアプリケーションのグルー

プを作成できます。 アプリケーション セットを使用すれば、多数の個別アプリケーション エ

ントリを管理する代わりに少数のアプリケーション セットを管理できるので、このプロセスが

簡素化されます。

アプリケーション（アプリケーション セット）は、セッションを開始するパケットの一致基準

として、セキュリティ ポリシーから参照されます。 パケットがポリシーで指定されたアプリ

ケーション タイプに加えてその他すべての一致基準にも一致する場合、そのパケットにポリ

シー アクションが適用されます。

アプリケーション セットの名前は、ポリシーで指定できます。 この場合、他のすべての条件

と一致する場合は、アプリケーション セットの任意の 1 つのアプリケーションが、有効な一

致基準として機能します。any は、デフォルトのアプリケーション名であり、可能性のあるす

べてのアプリケーションを示します。

アプリケーションは、.../applications/application/application-name ディレクトリに作成され

ます。 システムによって事前定義されているサービスについては、アプリケーションを構成す

る必要はありません。

事前定義済みのサービスに加え、カスタム サービスを構成することができます。 カスタム

サービスを作成すると、そのサービスをポリシーで参照できるようになります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 238ページのカスタム アプリケーションのマッピング

• 242ページのポリシー アプリケーションのタイムアウトの構成とルックアップについて
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• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

この例では、アプリケーションとアプリケーション セットを構成する方法を示します。

• 要件 237ページ

• 概要 237ページ

• 構成 237ページ

• 確認 238ページ

要件

始める前に、必要なアプリケーションを構成します。 236ページの「「ポリシー アプリケーショ

ン セットの概要」」を参照してください。

概要

複数の個別のアプリケーション名を作成してポリシーに追加するのではなく、アプリケーショ

ン セットを作成し、そのセットの名前をポリシーで参照することができます。 たとえば、従

業員のグループについて、承認済みのすべてのアプリケーションを含むアプリケーション セッ

トを作成できます。

この例では、ABC（イントラネット）ゾーンのサーバーへのログイン、データベースへのアクセ

ス、およびファイルの転送に使用するアプリケーション セットを作成します。

• 構成済みのアプリケーション セットで、アプリケーションを定義します。

• これらのサービスは、ゾーン A およびゾーン B のマネージャが使用します。 そのため、ア

プリケーション セットには、MgrAppSet のような汎用名を付けます。

• 外部ゾーンの 2 つのサーバーから提供される電子メール アプリケーションおよび Web ベー

スのアプリケーションで使用するアプリケーションのアプリケーション セットを作成しま

す。

構成

ステップごとの手順 アプリケーションおよびアプリケーション セットを構成するには、以下の手順に従います。

1. マネージャ用のアプリケーション セットを作成します。

[edit applications]

user@host# set application-set MgrAppSet application junos-ssh

user@host# set application-set MgrAppSet application junos-telnet

2. 電子メールおよび Web ベースの「例: ポリシー アプリケーションのタイムアウト」アプ

リケーション用に、別のアプリケーション セットを作成します。

[edit applications]

user@host# set application-set WebMailApps application junos-smtp

user@host# set application-set WebMailApps application junos-pop3

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。
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[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show applications コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

カスタム ポリシー アプリケーション

• カスタム ポリシー アプリケーションについて 238ページ

• カスタム アプリケーションのマッピング 238ページ

• 例: カスタム ポリシー アプリケーションの追加と変更 239ページ

• 例: カスタム ICMP アプリケーションの定義 240ページ

カスタム ポリシー アプリケーションについて

事前定義されたアプリケーションをポリシーで使用しない場合は、カスタム アプリケーション

を容易に作成できます。

各カスタム アプリケーションには、以下の属性を割り当てることができます。

• 名前

• トランスポート プロトコル

• TCP または UDP を使用するアプリケーションのソース ポート番号と宛先ポート番号

• ICMP を使用するアプリケーションのタイプとコード値

• タイムアウト値

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 238ページのカスタム アプリケーションのマッピング

• 242ページのポリシー アプリケーションのタイムアウトの構成とルックアップについて

• 243ページのポリシー アプリケーションのタイムアウトの考慮事項について

• 239ページの例: カスタム ポリシー アプリケーションの追加と変更

カスタム アプリケーションのマッピング

アプリケーション オプションでは、ポリシーで参照するレイヤー 4 アプリケーションにマッ

プされるレイヤー 7 アプリケーションを指定します。 事前定義されたアプリケーションは、

すでにレイヤー 7 アプリケーションにマップされています。 ただし、カスタム アプリケー
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ションの場合、アプリケーションをアプリケーションに明示的にリンクする必要があります。

特に、ポリシーで、アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）またはディープ インス

ペクションをカスタム アプリケーションに適用する場合には必要です。

注: Junos OS では、DNS、FTP、H.323、HTTP、RSH、SIP、Telnet、TFTP など、多数

のアプリケーションについて ALG をサポートしています。

ALG をカスタム アプリケーションに適用するには、次の 2 つの手順を実行します。

• カスタム アプリケーションを名前、タイムアウト値、トランスポート プロトコル、ソース

および宛先ポートで定義します。

• ポリシーを構成するときに、適用する ALG のアプリケーションおよびアプリケーション タ

イプを参照します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 238ページのカスタム ポリシー アプリケーションについて

• 242ページのポリシー アプリケーションのタイムアウトの構成とルックアップについて

• 243ページのポリシー アプリケーションのタイムアウトの考慮事項について

• 239ページの例: カスタム ポリシー アプリケーションの追加と変更

例: カスタム ポリシー アプリケーションの追加と変更

この例では、カスタム ポリシー アプリケーションを追加または変更する方法を示します。

• 要件 239ページ

• 概要 239ページ

• 構成 240ページ

• 確認 240ページ

要件

始める前に、アドレスおよびセキュリティ ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュ

リティ ゾーンの作成」」を参照してください。

概要

この例では、以下の情報を使用してカスタム アプリケーションを作成します。

• アプリケーションの名前（cust-telnet など）

• ソース ポート番号の範囲: 1 ～ 65535

• アプリケーション要求を受信する宛先ポート番号の範囲（1 ～ 65535 など）

• アプリケーションが使用するプロトコル（TCP、UDP、またはインターネット規格で定義され

ているその他のプロトコル）
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構成

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルをナビゲートする必要があります。 この操作の手

順については、“「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。”

カスタム ポリシー アプリケーションを追加および変更するには、以下の手順に従います。

1. TCP を構成し、ソース ポートおよび宛先ポートを指定します。

[edit applications application cust-telnet]

user@host# set protocol tcp source-port 1–65535 destination-port 23000

2. アプリケーションが非アクティブになる時間の長さを指定します。

[edit applications application cust-telnet]

user@host# set inactivity-timeout 1800

3. カスタム ポリシー アプリケーションを変更します。

[edit applications application cust-telnet]

user@host# delete protocol tcp

user@host# set application-protocol ftp

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show applications application コマンドを入

力します。

注: タイムアウト値は、秒単位です。 設定していない場合、カスタム アプリケー

ションのタイムアウト値は 1800 秒です。 アプリケーションをタイムアウトさせな

い場合には、never を入力してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 238ページのカスタム ポリシー アプリケーションについて

• 240ページの例: カスタム ICMP アプリケーションの定義

例: カスタム ICMP アプリケーションの定義

この例では、カスタム ICMP アプリケーションを定義する方法を示します。

• 要件 241ページ

• 概要 241ページ
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• 構成 242ページ

• 確認 242ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• カスタム ポリシー アプリケーションについて理解しておきます。 238ページの「「カスタム

ポリシー アプリケーションについて」」を参照してください。

• ICMP の事前定義済みポリシー アプリケーションについて理解しておきます。 246ページの

「「ICMP の事前定義済みポリシー アプリケーションについて」」を参照してください。

概要

Junos OS では、複数の ICMP メッセージだけでなく、事前定義済みアプリケーションまたはカ

スタム アプリケーションとして、ICMP をサポートしています。 カスタム ICMP アプリケー

ションを構成する場合は、タイプおよびコードを定義します。

• ICMP には、さまざまなメッセージ タイプが用意されています。 例:

• タイプ 0 = エコー要求メッセージ

• タイプ 3 = 宛先不明メッセージ

• ICMP メッセージ タイプには、メッセージ コードを指定することもできます。 241ページの

表17 に示すように、コードによってメッセージに関する詳細な情報を提供できます。

表17: メッセージの説明

メッセージ コードメッセージ タイプ

0 = ネットワーク（またはサブネット）のデータグラムを転送する5 = 転送

1 = ホストのデータグラムを転送する

2 = アプリケーションおよびネットワークのタイプのデータグラムを転送する

3 = アプリケーションおよびホストのタイプのデータグラムを転送する

0 = トランジットで超過した生存時間11 = 時間超過コード

1 = 超過したフラグメント再アセンブリ時間

Junos OS では、0 ～ 55 の範囲で任意のタイプまたはコードをサポートしています。

この例では、トランスポート プロトコルとして ICMP を使用し、host-unreachable という名

前のカスタム アプリケーションを定義します。 タイプは 3（宛先不明）で、コードは 1（ホ

スト不明）です。 タイムアウト値は、4 分に設定します。

注: ICMP のタイプおよびコードの詳細については、RFC 792 「インターネット制御

メッセージ プロトコル」を参照してください。
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構成

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

カスタム ICMP アプリケーションを定義するには、以下の手順に従います。

1. アプリケーション タイプおよびコードを設定します。

[edit applications application host-unreachable]

user@host# set icmp-type 5 icmp-code 0

2. 非アクティブのタイムアウト値を設定します。

[edit applications application host-unreachable]

user@host# set inactivity-timeout 4

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show applications コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

ポリシー アプリケーションのタイムアウト

• ポリシー アプリケーションのタイムアウトの構成とルックアップについて 242ページ

• ポリシー アプリケーションのタイムアウトの考慮事項について 243ページ

• 例: ポリシー アプリケーションのタイムアウトの設定 245ページ

ポリシー アプリケーションのタイムアウトの構成とルックアップについて

アプリケーションに対するアプリケーションのタイムアウト値により、セッションの タイムア

ウトが決まります。 定義済みアプリケーションまたはカスタム アプリケーションのタイムア

ウトしきい値を設定できます。アプリケーションのデフォルトのタイムアウトを使用したり、

カスタムのタイムアウトを指定したりできます。また、タイムアウトを使用しないことも可能

です。

アプリケーションのタイムアウト値は、ルートの TCP および UDP ポートベースのタイムアウ

ト テーブルと、プロトコルベースのデフォルトのタイムアウト テーブルに保存されます。 ア

プリケーションのタイムアウト値を設定すると、これらのテーブルが新しい値で更新されます。

また、アプリケーション エントリ データベースには、デフォルトのタイムアウト値があり、

事前定義済みのアプリケーションから取得されます。 タイムアウトは設定が可能ですが、デ

フォルト値は変更できません。
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各カスタム アプリケーションには、それぞれのカスタム アプリケーションのタイムアウトを

構成できます。 複数のカスタム アプリケーションにカスタム タイムアウトが構成されている

場合、各アプリケーションは、それぞれ独自のカスタム アプリケーションのタイムアウトを持

ちます。

トラフィックと一致するアプリケーションにタイムアウト値が設定されている場合は、そのタ

イムアウト値が使用されます。 そうでない場合は、アプリケーションのタイムアウト値が見つ

かるまで、以下の順序でルックアップ処理が継続されます。

1. ルートの TCP および UDP ポートベースのタイムアウト テーブルで、タイムアウト値が検

索されます。

2. プロトコルベースのデフォルトのタイムアウト テーブルで、タイムアウト値が検索されま

す。 243ページの表18 を参照してください。

表18: プロトコルベースのデフォルト タイムアウト

デフォルトのタイムアウト（秒）プロトコル

1800TCP

60UDP

60ICMP

60OSPF

1800その他

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 238ページのカスタム ポリシー アプリケーションについて

• 243ページのポリシー アプリケーションのタイムアウトの考慮事項について

• 238ページのカスタム アプリケーションのマッピング

• 239ページの例: カスタム ポリシー アプリケーションの追加と変更

ポリシー アプリケーションのタイムアウトの考慮事項について

タイムアウトを設定する場合は、以下の点に注意してください。

• アプリケーションに複数のアプリケーション ルール エントリが含まれている場合、すべて

のルール エントリが同じタイムアウトを共有します。 タイムアウト テーブルは、ルール

エントリとプロトコル（UDP と TCP の場合。他のプロトコルはデフォルトを使用）が一致す

るたびに更新されます。 アプリケーションのタイムアウトは、1 度だけ定義する必要があり

ます。 たとえば、2 つのルールを持つアプリケーションを作成する場合、以下のコマンドを

入力すると、両方のルールのタイムアウトが 20 秒に設定されます。

user@host# set applications application test protocol tcp destination-port 1035-1035

inactivity-timeout 20

243Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第10章: セキュリティ ポリシー アプリケーション

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


user@host# set applications application test term test protocol udp

user@host# set applications application test term test source-port 1-65535

user@host# set applications application test term test destination-port 1111-1111

• 複数のカスタム アプリケーションにカスタム タイムアウトが構成されている場合、各アプ

リケーションは、それぞれ独自のカスタム アプリケーションのタイムアウトを持ちます。

例:

user@host# set applications application ftp-1 protocol tcp source-port 0-65535 destination-port

2121-2121 inactivity-timeout 10

user@host# set applications application telnet-1 protocol tcp source-port 0-65535 designating-port

2100-2148 inactivity-timeout 20

この構成では、Junos OS は宛先ポート 2121 に対して 10 秒のタイムアウトを適用し、アプ

リケーション グループの宛先ポート 2100 に対して 20 秒のタイムアウトを適用します。

• アプリケーションのタイムアウトを設定解除すると、アプリケーション エントリ データベー

スにあるプロトコルベースのデフォルトのタイムアウトが使用され、アプリケーション エン

トリとポートベースの両方のタイムアウト テーブルが、デフォルト値で更新されます。

変更したアプリケーションが、他のアプリケーションと重複する宛先ポートを使用している

場合、プロトコルベースのデフォルトのタイムアウトが目的の値ではないことがあります。

このような場合は、目的のタイムアウトが有効になるように、Junos OS を再起動するか、ア

プリケーションのタイムアウトを再度設定します。

• 事前定義済みのアプリケーションを変更して再起動すると、変更したアプリケーションが、

構成での最後のアプリケーションとはならない場合があります。 これは、事前定義済みのア

プリケーションがカスタム アプリケーションの前にロードされ、再起動した場合は、カスタ

ム アプリケーションに対する変更が先に行われていた場合でも、事前定義済みアプリケー

ションの変更より後に表示されるためです。

たとえば、以下のアプリケーションを作成したとします。

user@host# set applications application my-application protocol tcp destination-port 179-179

inactivity-timeout 20

その後、事前定義済みアプリケーション BGP のタイムアウトを以下のように変更したとしま

す。

user@host# set applications application bgp inactivity-timeout 75

この BGP アプリケーションは、タイムアウト値として 75 秒を使用します。これは、この値

がアプリケーション エントリ データベースに書き込まれているためです。 ただし、BGP が

使用するポート 179 のタイムアウトも、TCP ポートベースのタイムアウト テーブルで 75

に変更されてしまいます。 再起動後も、BGP アプリケーションは、単一のアプリケーション

としてアプリケーション エントリ データベースから取得した 75 秒のタイムアウトを使用

し続けます。 ただし、ポート 179 の TCP ポートベース テーブルは、60 になります。 こ

れは、show applications application bgp コマンドを入力して確認できます。

BGP アプリケーションは、単一のアプリケーションには影響しません。 ただし、アプリケー

ション グループに BGP または my_application を追加すると、宛先ポート 179 には 60 秒

のタイムアウト値が使用されるようになります。 これは、アプリケーション グループのタ

イムアウトが、ポートベースのタイムアウト テーブルから取得されるためです（値が設定さ

れている場合）。

事前定義済みアプリケーションのタイムアウトを変更した場合に起こる状態を確実に予測す

るため、たとえば以下のように類似のアプリケーションを作成できます。

user@host# set applications application my-bgp protocol tcp destination-port 179-179

inactivity-timeout 75
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 238ページのカスタム ポリシー アプリケーションについて

• 238ページのカスタム アプリケーションのマッピング

• 242ページのポリシー アプリケーションのタイムアウトの構成とルックアップについて

• 239ページの例: カスタム ポリシー アプリケーションの追加と変更

例: ポリシー アプリケーションのタイムアウトの設定

この例では、ポリシー アプリケーションのタイムアウト値を設定する方法を示します。

• 要件 245ページ

• 概要 245ページ

• 構成 245ページ

• 確認 245ページ

要件

始める前に、ポリシー アプリケーションのタイムアウトについて理解しておきます。 242ペー

ジの「「ポリシー アプリケーションのタイムアウトの構成とルックアップについて」」を参照

してください。

概要

アプリケーションのタイムアウト値は、アプリケーション エントリ データベースと、対応す

る仮想システムの TCP および UDP ポートベースのタイムアウト テーブルに保存されます。

この例では、FTP 事前定義済みアプリケーションについて、ポリシー アプリケーションのタイ

ムアウトのデバイスを 75 分に設定します。

アプリケーションのタイムアウト値を設定すると、これらのテーブルが新しい値で更新されま

す。

構成

ステップごとの手順 ポリシー アプリケーションのタイムアウトを設定するには、以下の手順に従います。

1. 非アクティブのタイムアウト値を設定します。

[edit applications application ftp]

user@host# set inactivity-timeout 75

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show applications コマンドを入力します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

ICMP の事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成するときは、そのポリシーに対して ICMP 事前定義済みアプリケーションを指

定できます。

ICMP（インターネット制御メッセージ プロトコル）は IP の一部であり、ネットワークを照会

（ICMP クエリー メッセージ）したり、エラー パターン（ICMP エラー メッセージ）について

ネットワークからフィードバックを受信したりする方法を提供します。 ただし、ICMP はエラー

メッセージの配信を保証したり、損失したすべてのデータグラムを報告したりしないため、信

頼性の高いプロトコルではありません。 ICMP クエリー メッセージと ICMP エラー メッセー

ジは、ICMP コードとタイプで記述されます。

すべてのタイプまたは特定のタイプの ICMP メッセージを許可または拒否することで、ネット

ワーク セキュリティを向上させることができます。 ICMP メッセージのタイプの中には、悪用

して、セキュリティを脅かす可能性のあるネットワークの情報を入手できるものがあります。

たとえば、ICMP、TCP、UDP の各パケットは、トポロジなどのネットワークに関する情報やアク

セス リストのフィルタリング特性を含む、ICMP エラー メッセージを返すように構成できま

す。 246ページの表19 は、ICMP メッセージ名と、それに対応するコード、タイプ、説明を示し

たものです。

表19: ICMP メッセージ

説明コードタイプICMP メッセージ名

ICMP-ANY は、ICMP を使用するすべてのプロトコル

に影響します。

ICMP-ANY を拒否すると、ICMP を使用してネットワー

クに ping を送信したり監視したりしようとする試

みを妨げます。

ICMP-ANY を許可すると、すべての ICMP メッセージ

が許可されます。

allallICMP-ANY

ICMP アドレス マスク クエリーは、ブートストラッ

プ サーバーからのローカル サブネット マスクを必

要とするシステムで使用されます。

ICMP アドレス マスク要求メッセージを拒否すると、

ディスクを持たないシステムに悪影響を与えること

があります。

ICMP アドレス マスク要求メッセージを許可すると、

第三者がネットワーク内のホストのオペレーティン

グ システムに指紋を残すことが可能になる場合があ

ります。

0

0

17

18

ICMP-ADDRESS-MASK

• 要求

• 応答
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表19: ICMP メッセージ （続き）

説明コードタイプICMP メッセージ名

ICMP 宛先不明エラー メッセージは、宛先ホストが

パケットを拒否するように構成されていることを表

します。

コード 0、1、4、5 は、ゲートウェイからのパケッ

トです。 コード 2 と 3 はホストからのパケットで

す（RFC 792）。

ICMP 宛先不明エラー メッセージを拒否すると、ホ

ストが J シリーズまたは SRX シリーズ デバイスの

背後で稼働しているという推測を取り除くことがで

きます。

ICMP 宛先不明エラー メッセージを許可すると、セ

キュリティ フィルタリングなど、ネットワークにつ

いて推測できます。

03ICMP-DEST-UNREACH

ICMP フラグメント化エラー メッセージは、フラグ

メント化が必要であるものの、「don't fragment」

フラグが設定されていることを表します。

インターネットから内部ネットワークに向かうこれ

らのメッセージは、拒否することを推奨します。

43ICMP Fragment Needed

ICMP フラグメント再アセンブリ時間超過エラーは、

フラグメント メッセージを再アセンブリしているホ

ストが時間切れとなり、パケットをドロップしたこ

とを表します。 このメッセージはときどき送信され

ます。

インターネット（外部）から信頼されたネットワー

ク（内部）に向かうこれらのメッセージは、拒否す

ることを推奨します。

111ICMP FragmentReassembly

ICMP ホスト不明エラー メッセージは、ルーティン

グ テーブル エントリが特定のホストをリストして

いないか、または無限大としてリストしていること

を表します。 このエラーは、フラグメント化できな

いゲートウェイが、フラグメント化が必要なパケッ

トを受信したときに、そのゲートウェイによって送

信される場合があります。

インターネットから信頼されたネットワークに向か

うこれらのメッセージは、拒否することを推奨しま

す。

これらのメッセージを許可すると、第三者が消去プ

ロセスによって内部ホストの IP アドレスを判別し

たり、ゲートウェイとフラグメント化について推測

できるようになります。

13ICMP-HOST-UNREACH
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表19: ICMP メッセージ （続き）

説明コードタイプICMP メッセージ名

ICMP-INFO クエリー メッセージにより、ディスクを

持たないホスト システムは、ネットワークの照会や

自己構成を行うことができます。

ICMP アドレス マスク要求メッセージを拒否すると、

ディスクを持たないシステムに悪影響を与えること

があります。

ICMP アドレス マスク要求メッセージを許可すると、

第三者がネットワーク セグメントに情報クエリーを

ブロードキャストして、コンピュータのタイプを判

断できるようになる可能性があります。

0

0

15

16

ICMP-INFO

• 要求

• 応答

ICMP パラメータ問題エラー メッセージは、不正な

ヘッダー パラメータがあるためにパケットが破棄さ

れたことを通知します。

インターネットから信頼されたネットワークに向か

うこれらのメッセージは、拒否することを推奨しま

す。

ICMP パラメータ問題エラー メッセージを許可する

と、第三者がネットワークについて推測できるよう

になります。

012ICMP-PARAMETER-PROBLEM

ICMP ポート不明エラー メッセージは、特定のポー

トを要求するデータグラムを処理しているゲートウェ

イが使用できない、またはネットワークでサポート

されていないことを表わします。

インターネットから信頼されたネットワークに向か

うこれらのメッセージは、拒否することを推奨しま

す。

ICMP ポート不明エラー メッセージを許可すると、

特定のプロトコルで使用しているポートを第三者が

判断できるようになります。

33ICMP-PORT-UNREACH

ICMP プロトコル不明エラー メッセージは、特定の

プロトコルを要求するデータグラムを処理している

ゲートウェイが、使用できない、またはネットワー

クでサポートされていないことを表します。

インターネットから信頼されたネットワークに向か

うこれらのメッセージは、拒否することを推奨しま

す。

ICMP プロトコル不明エラー メッセージを許可する

と、ネットワークが実行しているプロトコルを第三

者が判断できるようになります。

23ICMP-PROTOCOL-UNREACH
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表19: ICMP メッセージ （続き）

説明コードタイプICMP メッセージ名

ICMP 転送ネットワーク エラー メッセージは、J シ

リーズまたは SRX シリーズ デバイスによって送信

されます。

インターネットから信頼されたネットワークに向か

うこれらのメッセージは、拒否することを推奨しま

す。

05ICMP-REDIRECT

ICMP 転送メッセージは、別のパスで送信され、特定

のホストを宛先とするデータグラムを表わします。

15ICMP-REDIRECT-HOST

ICMP 転送 サービスのタイプ（TOS）およびホスト

エラーは、メッセージのタイプです。

35ICMP-REDIRECT-TOS-HOST

ICMP 転送 TOS およびネットワーク エラーは、メッ

セージのタイプです。

25ICMP-REDIRECT-TOS-NET

ICMP 送信元エラー メッセージは、パケットを受け

取り、キューに入れて、ネクスト ホップに送信する

ために使用できるバッファのスペースが、デバイス

にないことを表します。

これらのメッセージを拒否しても、内部ネットワー

クのパフォーマンスが助長されたり障害となったり

することはありません。

これらのメッセージを許可すると、デバイスが混雑

していることを第三者に知られ、攻撃対象となって

しまいます。

04ICMP-SOURCE-QUENCH

ICMP ソース ルート失敗エラー メッセージ

インターネット（外部）から受信したこれらのメッ

セージは、拒否することを推奨します。

53ICMP-SOURCE-ROUTE-FAIL

ICMP 生存時間（TTL）超過エラー メッセージは、パ

ケットが宛先に到達する前にパケットの TTL 設定が

ゼロになったことを表します。 これにより、再送信

されたパケットが処理される前に、古いパケットが

確実に破棄されます。

信頼されたネットワークからインターネットに向か

うこれらのメッセージは、拒否することを推奨しま

す。

011ICMP-TIME-EXCEEDED

ICMP-TIMESTAMP クエリー メッセージは、時間を同

期し、大規模で多様なネットワークでの時間配信を

調整するメカニズムを提供します。

0

0

13

14

ICMP-TIMESTAMP

• 要求

• 応答
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表19: ICMP メッセージ （続き）

説明コードタイプICMP メッセージ名

ping は、特定のホストが IP アドレスでアクセス可

能かどうかを調べるユーティリティです。

ping 機能を拒否すると、ホストがアクティブかどう

かを調べることができなくなります。

ping を許可すると、第三者がサービス拒否（DoS）

攻撃やスマーフ攻撃を実行できるようになります。

08ping（ICMP エコー）

ICMP フラグメント エコー再アセンブリ時間切れエ

ラー メッセージは、再アセンブリ時間を超過したこ

とを表します。

これらのメッセージは、拒否することを推奨します。

111ICMP-ECHO-FRAGMENT-ASSEMBLY-EXPIRE

traceroute は、特定のホストにアクセスするパスを

示すユーティリティです。

インターネット（外部）から信頼されたネットワー

ク（内部）に向かうこれらのメッセージは、拒否す

ることを推奨します。

0

1

30

30

traceroute

• 転送

• 破棄

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 250ページのICMP 不明エラーのデフォルト動作

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

ICMP 不明エラーのデフォルト動作

異なったセキュリティのレベルに対して、ダウンストリームの Juniper Networks デバイスか

らの ICMP 不明エラーに対するデフォルト動作は、次のように処理されます。

• ICMP タイプ 3 コード 4 メッセージに対して、セッションを閉じません。

ICMP メッセージは、セッションをドロップせずに通過します。 ただし、パケットはセッショ

ンごとにドロップされます。

• どの種類の ICMP 不明メッセージを受信しても、セッションを閉じません。

• セッションは、ICMP 不明メッセージを保管し、1 に通過するメッセージの数を制限します。

1 つの ICMP 不明メッセージが、ルーターごとにグローバルに生成されます。 残りの ICMP

不明エラーはドロップされます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 246ページのICMP の事前定義済みポリシー アプリケーションについて
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• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

インターネット関連の事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みのインターネット関連アプリ

ケーションを指定できます。

251ページの表20 は、インターネット関連の事前定義済みアプリケーションの一覧を示したもの

です。 ネットワーク要件によっては、これらのアプリケーションのいずれかまたはすべてを許

可あるいは拒否できます。 各エントリについて、アプリケーション名、デフォルトの受信ポー

ト、およびアプリケーションの説明を示します。

表20: 事前定義済みアプリケーション

アプリケーションの説明ポートアプリケーション名

America Online インターネット サービス プロバイダ（ISP）は、インターネッ

ト、チャット、およびインスタント メッセージ アプリケーションを提供しま

す。

5190 ～ 5193AOL

動的ホスト構成プロトコル67（デフォルト）DHCP リレー

DHCP（動的ホスト構成プロトコル）は、ネットワーク アドレスを割り当て、サー

バーからホストに構成パラメータを配信します。

68 クライアント

67 サーバー

DHCP

DNS（ドメイン名システム）は、ドメイン名を IP アドレスに変換します。53DNS

FTP（ファイル転送プロトコル）を使用すると、マシン間でファイルを送受信で

きます。 ANY（GET または PUT）を拒否または許可したり、GET または PUT の

どちらかを選択して許可あるいは拒否できます。 GET は別のマシンからファイ

ルを受信し、PUT は別のマシンにファイルを送信します。

信頼されていないソース（インターネット）からの FTP アプリケーションは、

拒否することを推奨します。

20 データ

21 制御

FTP

• FTP-Get

• FTP-Put

Gopher は、インターネット サーバーのコンテンツをファイルの階層構造のリス

トに整理し、表示します。

ネットワーク構造が公開されるのを避けるため、Gopher のアクセスを拒否する

ことを推奨します。

70Gopher

HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）は、World Wide Web（WWW）の基盤と

なるプロトコルです。

HTTP サービスを拒否すると、ユーザーはインターネットを表示できなくなりま

す。

HTTP サービスを許可すると、信頼されたホストはインターネットを表示できる

ようになります。

8080HTTP

拡張された非標準ポートを使用するハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）—HTTP-EXT
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表20: 事前定義済みアプリケーション （続き）

アプリケーションの説明ポートアプリケーション名

セキュア ソケット レイヤー（SSL）を使用するハイパーテキスト転送プロトコ

ル（HTTP）は、インターネットを通して機密文書を送信するためのプロトコルで

す。

HTTPS を拒否すると、ユーザーはインターネット上でのショッピングや、セキュ

リティ保護されたパスワードのやり取りを必要とする特定のオンライン リソー

スにアクセスできなくなります。

HTTPS を許可すると、信頼されたホストは、パスワードのやり取り、オンライン

ショッピング、ユーザー ログインを必要とする保護された各種オンライン リ

ソースにアクセスできるようになります。

443HTTPS

インターネット ロケータ サービスには、LDAP、ユーザー ロケータ サービス、

TSL/SSL 上の LDAP が含まれます。

—インターネット ロケータ

サービス

IRC（Internet Relay Chat）を使用すると、インターネットに接続した人々がラ

イブで会話に参加できます。

6665 ～ 6669IRC

LDAP（軽量ディレクトリ アクセス プロトコル）は、情報ディレクトリへのアク

セスに使用されるプロトコル セットです。

389LDAP

PC-Anywhere は、リモート制御およびファイル転送ソフトウェアです。—PC-Anywhere

簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）は、単純なファイル転送のためのプロトコ

ルです。

69TFTP

Wide Area Information Server（WAIS）は、インターネット上の文書を検索する

プログラムです。

—WAIS

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 254ページの動的ルーティング プロトコルの事前定義済みポリシー アプリケーションについ

て

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

Microsoft の事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みの Microsoft アプリケーショ

ンを指定できます。

253ページの表21 は、事前定義済みの Microsoft アプリケーション、各アプリケーションに関

連付けられたパラメータ、および各アプリケーションの簡単な説明をまとめたものです。 パラ

メータには、ユニバーサル固有識別子（UUID）および TCP/UDP ソース ポートと宛先ポートが

含まれます。 UUID とは、ハードウェア アドレス、タイムスタンプ、シード値から生成される

128 ビットの一意の番号です。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.252

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


表21: 事前定義済みの Microsoft アプリケーション

説明パラメータ/UUIDアプリケーション

Microsoft リモート プロシージャ コール

（RPC）エンドポイント マッパー（EPM）プ

ロトコル

135

e1af8308-5d1f-11c9-91a4-08002b14a0fa

Junos MS-RPC-EPM

任意の Microsoft リモート プロシージャ

コール（RPC）サービス

—Junos MS-RPC

Microsoft Exchange アプリケーション グ

ループには、以下のものが含まれます。

• Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-DATABASE

• Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-DIRECTORY

• Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-INFO-STORE

3 メンバーJunos MS-RPC-MSEXCHANGE

Microsoft Exchange データベース アプリ

ケーション

1a190310-bb9c-11cd-90f8-00aa00466520Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-DATABASE

Microsoft Exchange ディレクトリ アプリ

ケーション

f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426

f5cc5a7c-4264-101a-8c59-08002b2f8426

f5cc59b4-4264-101a-8c59-08002b2f8426

Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-DIRECTORY

Microsoft Exchange インフォメーション

ストア アプリケーション

0e4a0156-dd5d-11d2-8c2f-00c04fb6bcde

1453c42c-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b

10f24e8e-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b

1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04fd7bd09

Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-INFO-STORE

Microsoft 伝送制御プロトコル（TCP）アプ

リケーション

—Junos-MS-RPC-TCP

Microsoft ユーザー データグラム プロト

コル（UDP）アプリケーション

—Junos-MS-RPC-UDP

Microsoft 構造化クエリ言語（SQL）—Junos-MS-SQL

Microsoft ネットワーク メッセンジャー

アプリケーション

—Junos-MSN
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動的ルーティング プロトコルの事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みの動的ルーティング プロトコ

ル アプリケーションを指定できます。

ネットワーク要件に応じて、これらの動的ルーティング プロトコルから生成されたメッセージ

とパケットを許可あるいは拒否できます。 254ページの表22 は、サポートされている各動的ルー

ティング プロトコルの名前、ポート、および説明をまとめたものです。

表22: 動的ルーティング プロトコル

説明ポート動的ルーティング プロトコル

RIP は、一般的な距離ベクトル ルーティング プロ

トコルです。

520RIP

OSPF は、一般的な接続状態ルーティング プロトコ

ルです。

89OSPF

BGP は、外部/ドメイン間ルーティング プロトコル

です。

179BGP

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

ストリーミング ビデオの事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みのストリーミング ビデオ ア

プリケーションを指定できます。

254ページの表23 は、サポートされている各ストリーミング ビデオ アプリケーションの名前、

デフォルト ポート、および説明をまとめたものです。 ネットワーク要件によっては、これら

のアプリケーションのいずれかまたはすべてを許可あるいは拒否できます。

表23: サポートされているストリーミング ビデオ アプリケーション

説明ポートアプリケーション

H.323 は、視聴覚会議データがどのようにネットワー

ク経由で伝送されるかを定義する、国際電気通信連

合（ITU）によって認定された規格です。

TCP ソース 1 ～ 65535、TCP 宛先 1720、1503、389、

522、1731

UDP ソース 1 ～ 65535、UDP ソース 1719

H.323

Microsoft NetMeeting は、TCP を使用してインター

ネットを介したテレビ会議（映像と音声）アプリケー

ションを提供します。

TCP ソース 1 ～ 65535、TCP 宛先 1720、1503、389、

522

UDP ソース 1719

NetMeeting
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表23: サポートされているストリーミング ビデオ アプリケーション （続き）

説明ポートアプリケーション

Real Media は、ストリーミング ビデオ オーディオ

技術です。

TCP ソース 1 ～ 65535、TCP 宛先 7070Real media

RTSP（リアルタイム ストリーミング プロトコル）

は、ストリーミング メディア アプリケーション用

のプロトコルです。

554RTSP

SIP（セッション開始プロトコル）は、セッションを

作成、変更、終了するためのアプリケーション レイ

ヤー 制御プロトコルです。

5056SIP

VDOLive は拡張可能なビデオ ストリーミング技術で

す。

TCP ソース 1 ～ 65535、TCP 宛先 7000 ～ 7010VDO Live

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

Sun RPC の事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みの Sun RPC アプリケーション

を指定できます。

255ページの表24 は、Sun リモート プロシージャ コール アプリケーション レイヤー ゲート

ウェイ（RPC ALG）のアプリケーション名、パラメータ、正式名称をまとめたものです。

表24: RPC ALG アプリケーション

正式名称プログラム番号アプリケーション

Sun PRC ポートマッパー プロトコル111100000SUN-RPC-PORTMAPPER

任意の Sun RPC アプリケーションANYSUN-RPC-ANY

Sun RPC マウント デーモン100005SUN-RPC-PROGRAM-MOUNTD

Sun RPC ネットワーク ファイル システム100003

100227

SUN-RPC-PROGRAM-NFS

Sun RPC ネットワーク ロック マネージャ100021SUN-RPC-PROGRAM-NLOCKMGR

Sun RPC リモート クォータ デーモン100011SUN-RPC-PROGRAM-RQUOTAD

Sun RPC リモート ステータス デーモン100001SUN-RPC-PROGRAM-RSTATD

Sun RPC リモート ユーザー デーモン100002SUN-RPC-PROGRAM-RUSERD
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表24: RPC ALG アプリケーション （続き）

正式名称プログラム番号アプリケーション

Sun RPC システム管理デーモン100232SUN-RPC-PROGRAM-SADMIND

Sun RPC SPRAY デーモン100012SUN-RPC-PROGRAM-SPRAYD

Sun RPC STATUS100024SUN-RPC-PROGRAM-STATUS

Sun RPC WALL デーモン100008SUN-RPC-PROGRAM-WALLD

Sun RPC イエロー ページ バインド アプリケーショ

ン

100007SUN-RPC-PROGRAM-YPBIND

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

セキュリティおよびトンネルの事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みのセキュリティおよびトンネ

ル アプリケーションを指定できます。

256ページの表25 は、サポートされている各アプリケーションと、各エントリのデフォルト ポー

トおよび説明をまとめたものです。

表25: サポートされているアプリケーション

説明ポートアプリケーション

インターネット鍵交換プロトコル（IKE）は、ISAKMP

で使用するために認証済みの鍵マテリアルを取得す

るプロトコルです。

自動 IKE を構成する場合は、次の 3 つの事前に定

義されたフェーズ 1 またはフェーズ 2 のプロポー

ザルから選択できます。

• 標準: AES および 3DES

• 基本: DES および 2 つの異なるタイプの認証アル

ゴリズム

• 互換: 一般的に使用される 4 つの認証および暗号

化アルゴリズム

UDP ソース 1 ～ 65535、UDP 宛先 500

4500（NAT 通過に使用）

IKE

L2TP は、リモートアクセス用に PPTP とレイヤー 2

転送（L2F）を組み合わせたものです。

1723L2TP

ポイントツーポイント トンネリング プロトコル

（PPTP）によって、企業は、公共のインターネット

上でプライベート トンネル を介してプライベート

ネットワークを拡張できます。

—PPTP
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

IP 関連の事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みの IP 関連アプリケーション

を指定できます。

257ページの表26 は、事前定義済みの IP 関連アプリケーションをまとめたものです。 また、

エントリごとに、デフォルトのポートおよびアプリケーションの説明も示しています。

表26: 事前定義済みの IP 関連アプリケーション

説明ポートアプリケーション

任意のアプリケーション—Any

TCP TCPMUX ポート 1 を使用する任意のプロトコル1 ～ 65535TCP-ANY

UDP を使用する任意のプロトコル137UDP-ANY

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

インスタント メッセージの事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みのインスタント メッセージ

アプリケーションを指定できます。

257ページの表27 は、事前定義済みのインスタント メッセージ アプリケーションをまとめたも

のです。 エントリごとに、アプリケーションの名前、デフォルト ポートまたは割り当てられ

ているポート、およびアプリケーションの説明を示します。

表27: 事前定義済みのインスタント メッセージ アプリケーション

説明ポートアプリケーション

Gnutella は、分散ネットワーク上で動作するパブリック ドメインのファイル共

有プロトコルです。 任意のポートを割り当てることができますが、デフォルト

のポートは 6346 です。

6346（デフォルト）Gnutella

MSN（Microsoft Network Messenger）は、インスタント メッセージを送信した

り、オンラインで会話ができるユーティリティです。

1863MSN

NNTP（Network News Transport Protocol）は、USENET メッセージの投稿、配

布、検索に使用されるプロトコルです。

119NNTP
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表27: 事前定義済みのインスタント メッセージ アプリケーション （続き）

説明ポートアプリケーション

SMP（サーバー メッセージ ブロック）over IP は、ネットワーク上のサーバー

にあるファイルの読み取り/書き込みを可能にするプロトコルです。

445SMB

Yahoo! メッセンジャーは、他のユーザーがオンラインかどうかを調べたり、イ

ンスタント メッセージの送信やオンラインでの会話を可能にするユーティリティ

です。

5010YMSG

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 258ページの管理の事前定義済みポリシー アプリケーションについて

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

管理の事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みの管理アプリケーションを指

定できます。

258ページの表28 は、事前定義済みの管理アプリケーションをまとめたものです。 エントリご

とに、アプリケーションの名前、デフォルト ポートまたは割り当てられているポート、および

アプリケーションの説明を示します。

表28: 事前定義済みの管理アプリケーション

説明ポートアプリケーション

NetBIOS ネーム アプリケーションは、UDP ポート 137 で送信されたすべての

NetBIOS 名パケットを表示します。

137NBNAME

IBM が公開している NetBIOS データグラム アプリケーションは、ブロードキャ

スト媒体に接続している PC に対して、リソースを見つけ、セッションの開始と

終了を行うコネクションレス（データグラム）アプリケーションを提供します。

信頼性が低く、パケットは順序付けされません。

138NDBDS

NFS（ネットワーク ファイル システム）は、UDP を使用して、異なるタイプの

コンピュータに保存されている共有ファイルへのアクセスをネットワーク ユー

ザーに許可します。 SUN RPC は NFS を構成する不可欠な要素です。

—NFS

NS-Global は、Juniper Networks ファイアウォール/VPN デバイスの中央管理プ

ロトコルです。

—NS Global

NS Global-PRO は、Juniper Networks ファイアウォール/VPN デバイス ファミ

リーの拡張可能な監視システムです。

—NS Global PRO

Network and Security Manager—NSM

NTP（ネットワーク タイム プロトコル）は、コンピュータを時刻基準に同期さ

せる方法を提供します。

123NTP
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表28: 事前定義済みの管理アプリケーション （続き）

説明ポートアプリケーション

RLOGIN は、リモート ホスト上で端末セッションを開始します。513RLOGIN

RSH は、リモート ホスト上でシェル コマンドを実行します。514RSH

SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）は、複雑なネットワークを管理するた

めのプロトコル セットです。

161SNMP

SQL*Net バージョン 1 は、データの作成、アクセス、変更、保護を行うことが

できるデータベース言語です。

66SQL*Net V1

SQL*Net バージョン 2 は、データの作成、アクセス、変更、保護を行うことが

できるデータベース言語です。

66SQL*Net V2

MSSQL（Microsoft SQL）は、データの作成、アクセス、変更、保護が可能な

Microsoft 独自のデータベース サーバー ツールです。

1433（デフォルトのイン

スタンス）

MSSQL

SSH は、セキュアでないチャネル上で、強力な認証とセキュアな通信を通じて

ネットワーク上の別のコンピュータにログインするプログラムです。

22SSH

syslog は、システム ロガーにメッセージを送信する UNIX プログラムです。514SYSLOG

Talk は、ユーザーの端末から別のユーザーの端末にラインをコピーする視覚的

な通信プログラムです。

517 ～ 518Talk

Telnet は、端末デバイスと端末指向プロセスを相互にインターフェースさせる

標準的な方法を提供する UNIX プログラムです。

23Telnet

WinFrame は、非 Windows マシンのユーザーが Windows アプリケーションを実

行できる技術です。

—WinFrame

X-Windows は、Motif と OpenLook がベースとする、ウィンドウおよびグラフィッ

ク システムです。

—X-Windows

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

メールの事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みのメール アプリケーションを

指定できます。

260ページの表29 は、事前定義済みのメール アプリケーションをまとめたものです。 また、各

アプリケーションの名前、デフォルトのポート番号または割り当てられているポート番号、ア

プリケーションの説明も示します。
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表29: 事前定義済みのメール アプリケーション

説明ポートアプリケーション

IMAP（インターネット メッセージ アクセス プロトコル）は、メッセージの取

得に使用されるプロトコルです。

143IMAP

SMTP（簡易メール転送プロトコル）は、サーバー間のメッセージの送信に使用さ

れるプロトコルです。

25Mail（SMTP）

ポスト オフィス プロトコルは、電子メールを取り込むために使用されます。110POP3

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

UNIX の事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みの UNIX アプリケーションを

指定できます。

260ページの表30 は、事前定義済みの UNIX アプリケーションをまとめたものです。 エントリ

ごとに、アプリケーションの名前、デフォルト ポートまたは割り当てられているポート、およ

びアプリケーションの説明を示します。

表30: 事前定義済みの UNIX アプリケーション

説明ポートアプリケーション

Finger は、ユーザーについての情報を提供する UNIX プログラムです。79FINGER

Unix-to-Unix Copy Protocol（UUCP）は、直接シリアル接続またはモデム接続を

介して 2 台のコンピュータ間でファイルを転送できる UNIX ユーティリティで

す。

117UUCP

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

その他の事前定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成する場合は、そのポリシーに対して事前定義済みのその他のアプリケーション

を指定できます。

261ページの表31 は、事前定義済みのその他のアプリケーションをまとめたものです。 エント

リごとに、アプリケーション名、デフォルトまたは割り当てられているポート、サービスの説

明を示します。
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表31: 事前定義済みのその他のアプリケーション

説明ポートアプリケーション

Chargen（Character Generator Protocol）は、UDP または TCP ベースのデバッ

ギングおよび測定ツールです。

19CHARGEN

Discard プロトコルは、ポート 9 に送信された TCP または UDP データの廃棄

プロセスを記述するアプリケーション レイヤー プロトコルです。

9DISCARD

IDENT（Identification）プロトコルは、TCP クライアント認証に使用される

TCP/IP アプリケーション レイヤー プロトコルです。

113IDENT

LPR（ライン プリンタ デーモン）プロトコルは、印刷アプリケーションに使用

される TCP ベースのプロトコルです。

515 リスン、

721 ～ 731 ソース範囲

（両者を包む）

LPR

RADIUS（リモート認証ダイヤルイン ユーザー サービス）アプリケーションは、

認証と課金の目的で使用されるサーバー プログラムです。

1812RADIUS

SQL モニター（Microsoft）1434（SQL 監視ポート）SQLMON

仮想ネットワーク コンピューティングは、インターネットに接続されている別

のコンピュータやモバイルの Juniper Networks デバイスの表示ややり取りを容

易にします。

5800VNC

ドメイン名を調べるためのネットワーク ディレクトリ アプリケーション プロ

トコル。

43WHOIS

IPSEC-NAT を使用すると、ISAKMP パケットと ESP パケットのネットワーク ア

ドレス変換が実現します。

—IPsec-NAT

Cisco Station Call Control Protocol（SCCP）は、シグナリング接続制御ポー

トを使用して、高可用性とフロー制御を提供します。

2000SCCP

VoIP（Voice over IP）アプリケーション グループは、インターネットを介した

音声アプリケーションを提供し、H.323 とセッション開始プロトコル（SIP）を

含みます。

—VoIP

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 235ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 237ページの例: アプリケーションとアプリケーション セットの構成

261Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第10章: セキュリティ ポリシー アプリケーション

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.262

Junos OS セキュリティ構成ガイド



第5部

アプリケーション レイヤー ゲートウェイ

• ALG 265ページ

• H.323 ALG 273ページ

• ALG for IKE and ESP 309ページ

• SIP ALG 319ページ

• SCCP ALG 377ページ

• MGCP ALG 399ページ

• RPC ALG 431ページ
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第11章

ALG

• ALG の概要 265ページ

• ALG のタイプについて 266ページ

• VoIP DSCP rewrite ルールについて 268ページ

• 例: VoIP DSCP rewrite ルールの構成 269ページ

• DNS Doctoring について 269ページ

• DNS Doctoring の無効化（CLI 手順） 271ページ

ALG の概要

Application Layer Gateway (ALG) は、Junos OS を実行する Juniper Networks デバイスで、

セッション開始プロトコル（SIP）や FTP など、特定のプロトコルを管理するために設計され

たソフトウェア コンポーネントです。 ALG モジュールは、アプリケーション レイヤーに対応

したパケットを処理する役割を担います。

ALG の機能は、以下のように、セキュリティ ポリシーで構成されているサービスまたはアプリ

ケーションのいずれかでトリガーできます。

• service は、アプリケーション サービス（Telnet、FTP、SMTP、HTTP など）のレイヤー 4

情報（標準および承認された TCP および UDP ポート番号）を使用してアプリケーション プ

ロトコルを特定するオブジェクトです。

• application は、レイヤー 4 サービスにマップされるレイヤー 7 アプリケーションを指定

します。

事前定義済みのサービスは、すでにレイヤー 7 アプリケーションにマップされています。 た

だし、カスタム サービスについては、サービスをアプリケーションに明示的にリンクする必要

があります。特に、ALG にポリシーを適用する場合に当てはまります。

既知ポート宛てのパケットの ALG は、サービス タイプによってトリガーされます。 ALG は指

定されたトラフィックを代行受信して分析し、リソースを割り当て、トラフィックがデバイス

を安全に通過することを許可する動的ポリシーを以下のように定義します。

1. パケットがデバイスに到着すると、ポリシーで設定されているセキュリティ ルールに従っ

て、フロー モジュールがそのパケットを転送します。
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2. ポリシーでそのパケットが許可されている場合、関連するサービス タイプまたはアプリケー

ション タイプが割り当てられ、そのタイプのトラフィックに対してセッションが作成され

ます。

3. そのパケットのセッションが見つかった場合は、ポリシー ルールの一致は必要ありません。

ALG モジュールは、その特定のサービスまたはアプリケーション タイプが、サポートされ

ている ALG 処理を必要とする場合にトリガーされます。

ALG は、埋め込みの IP アドレスおよびパケット ペイロードのポート情報に対してパケットを

検査し、必要に応じてネットワーク アドレス変換（NAT）も実行します。 また、ALG は IP ア

ドレスとポート番号に対してゲートを開き、セッションのデータ交換を許可します。 制御セッ

ションとデータ セッションは、同じタイムアウト値を持つように結び付けることも、個別に設

定することもできます。

ALG は、シャーシ クラスタでサポートされています。 シャーシ クラスタの詳細については、

1333ページの「「シャーシ クラスタの概要」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 266ページのALG のタイプについて

• 273ページのH.323 ALG について

• 319ページのSIP ALG について

• 377ページのSCCP ALG について

• 399ページのMGCP ALG について

• 431ページのRPC ALG について

ALG のタイプについて

Junos OS は、音声 IP 化アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（VoIP ALG）と基本データ

ALG をサポートしています （サポートされている ALG のタイプは、使用するハードウェア デ

バイスによって異なります）。

VoIP ALGs により、ステートフルなアプリケーション レイヤー インスペクションとネットワー

ク アドレス変換（NAT）の各機能が、VoIP シグナリングとメディア トラフィックに提供され

ます。 ALG は、トランザクションまたはコールの状態を検査し、その状態に基づいてパケット

を転送またはドロップします。

Junos OS は、以下の VoIP ALG をサポートしています。

• H.323 — H.323 ALG は、H.323 レガシー VoIP プロトコルに対するサポートを提供します。

ALG を使用することで、IP 電話とマルチメディア デバイスなど、ターミナル ホスト間での

セキュアな VoIP 通信が可能になります。 このような電話システムでは、ゲートキーパー

デバイスが VoIP コールのコール登録、アクセス許可、およびコール状態を管理します。

ゲートキーパーは、2 つの異なるゾーンまたは同じゾーンで存在可能です。

• SIP — SIP ALG は、セッション開始プロトコル（SIP）に対するサポートを提供します。 SIP

とは、インターネット上でマルチメディア セッションを開始、変更、および終了するための

インターネット技術標準化タスクフォース（IETF）規格のプロトコルです。 このようなセッ

ションとして、ネットワーク環境でのインスタント メッセージおよびアプリケーション レ
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ベル モビリティなどの機能を備えた会議やテレフォニー、マルチメディアなどが挙げられま

す。

• SCCP — SCCP ALG は、スキニィ クライアント制御プロトコル（SCCP）に対するサポートを提

供します。 SCCP は、コール シグナリング用の Cisco 独自のプロトコルです。 スキニィ

は、コールエージェントベースのコール制御アーキテクチャに基づいています。 制御プロト

コルは、既知の TCP ポート番号の宛先に送信される TCP フレームでエンコードされた 2 進

化フレームを使用して、RTP メディア セッションを設定およびティアダウンします。

• MGCP — MGCP ALG は、メディア ゲートウェイ制御プロトコル（MGCP）に対するサポートを提

供します。 MGCP は、テキストベースのアプリケーション レイヤー プロトコルで、メディ

ア ゲートウェイとメディア ゲートウェイ コントローラ（MGC）間のコール設定とコール制

御に使用されます。

Junos OS は、以下のデータ ALG もサポートしています。

• DNS — ALG にドメイン名システムを提供します。 DNS ALG は DNS クエリーと応答パケット

を監視し、DNS フラグによってパケットが応答メッセージであることが示されている場合は、

セッションを閉じます。

• FTP — ALG にファイル転送プロトコル（FTP）を提供します。FTP ALG は、PORT、PASV、およ

び 227 の各コマンドを監視します。 また、必要に応じて、メッセージおよびデバイスでゲー

トを開く処理において IP、ポート、またはその両方に対する NAT を実行します。

• TFTP — ALG に簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）を提供します。 TFTP ALG 要求を開始す

る TFTP パケットを処理し、ゲートを開いて、逆方向から要求を送信するポートに向かうリ

ターン パケットを許可します。

• PPTP — ALG にポイントツーポイント トンネリング プロトコル（PPTP）を提供します。 PPTP

は、TCP/IP ネットワークに PPP データを通すトンネルを作成するレイヤー 2 プロトコルで

す。 PPTP クライアントは、Windows システムで無料で使用でき、仮想プライベート ネット

ワーク（VPN）を構築する目的で広く展開されています。

• REAL — ALG にリアルタイム ストリーミング プロトコルを提供します。

• MSRPC — ALG に Microsoft リモート プロシージャ コールを提供します。

• SUNRPC — ALG に SUN リモート プロシージャ コールを提供します。

• RSH — ALG にリモート シェル（RSH）を提供します。 RSH ALG は、ポート 514 宛ての TCP

パケットを取り扱い、RSH ポート コマンドを処理します。 RSH ALG は、ポート コマンドで

ポートに対して NAT を実行し、必要に応じてゲートを開きます。

• SQL — ALG に構造化クエリ言語（SQL）を提供します。 SQLNET ALG は、サーバー側からの

SQL TNS 応答フレームを処理します。 パケットを解析して (HOST=ipaddress), (PORT=port)

のパターンを見つけ、TCP データ チャネルについて、NAT およびクライアント側でゲートを

開く処理を実行します。

• TALK — ALG に TALK プロトコルを提供します。 TALK プロトコルは、UDP ポート 517 およ

びポート 518 を使用して、チャネル接続を制御します。 talk プログラムは、サーバーとク

ライアントで構成されています。 サーバーはクライアント通知を処理し、talk セッション

を確立できるようにします。 talk サーバーは、ntalk および talkd の 2 種類が存在しま

す。 TALK ALG は、ntalk と talkd の両方の形式のパケットを処理します。 また、必要に

応じて、NAT およびゲートを開く処理も実行します。
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これらの各 ALG を J-Web で確立および構成する方法については、J-Web ユーザー インター

フェースで [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択し、[Help]

（ヘルプ）をクリックしてください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 273ページのH.323 ALG について

• 319ページのSIP ALG について

• 377ページのSCCP ALG について

• 399ページのMGCP ALG について

• 431ページのRPC ALG について

VoIP DSCP rewrite ルールについて

このトピックでは、リアルタイム トランスポート プロトコル（RTP）パケットの差別化サービ

ス コード ポイント（DSCP）フィールドを変更する VoIP（Voice over IP）アプリケーション

レイヤー ゲートウェイ（VoIP ALG）のメカニズムについて説明します。 VoIP ALG メカニズム

は RTP セッションに該当し、ALG によって認識されます。

DSCP は、サービス クラス（CoS）の中でサービスのタイプに対応するバイトであり、変更を加

えるポイントです。 このバイトの中の 6 ビットは DSCP フィールドとして使用するために再

割り当てされ、各 DSCP では、パケットに割り当てられる特定のホップ単位挙動を指定します。

ネットワークの輻輳による VoIP 品質の低下を防ぐため、RTP パケットは、DSCP ビットにマー

ク付けすることで、高いルーティング優先度が割り当てられるようにする必要があります。 ダ

ウンストリームのルーターは、高速な転送を実現するために、このようなパケットを上位の

キューに入れる場合があります。 この機能を回避するには、具体的な構成に従って、RTP パ

ケットの DSCP フィールドを変更する VoIP ごとのメカニズムが必要です。 これにより、ALG

に遭遇するユーザー データグラム プロトコル/伝送制御プロトコル（UDP/TCP）に基づくすべ

ての RTP パケットには、特定の DSCP ビットが割り当てられます。

rewrite ルールは、ターゲット ピアの要件を満たすように、送信パケットの適切な CoS ビッ

トを変更します。 各 rewrite ルールは、VoIP ALG レベルで構成された現在の CoS 値を読み

取ります。 VoIP ALG にヒットするすべてのパケットは、CoS 値によってマーク付けされます。

この機能は、H323、セッション開始プロトコル（SIP）、メディア ゲートウェイ制御プロトコ

ル（MGCP）、およびスキニィ クライアント制御プロトコル（SCCP）に対する ALG DSCP のマー

キングをサポートしています。 各プロトコルには、6 ビットの DSCP 値構成が提供されます。

最初の RTP パケットが ALG にヒットすると、この機能は 6 ビットの DSCP 値を構成から受信

し、パケットが作成された RTP セッションにその値を設定します。 この最初の RTP パケット

と、RTP セッションを通過する後続の RTP パケットは、セッションの 6 ビット DSCP 値に従っ

てマーク付けされます。

関連項目 269ページの例: VoIP DSCP rewrite ルールの構成•
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例: VoIP DSCP rewrite ルールの構成

この例では、VoIP DSCP を構成する方法を示します。

• 要件 269ページ

• 概要 269ページ

• 構成 269ページ

• 確認 269ページ

要件

この例では、SRX210 デバイスを使用します。 また、ALG が有効になっていることを前提とし

ます。

概要

この例では、4 つの ALG DSCP マーキング（SIP、H323、MGCP、および SCCP）を構成する方法

を示します。 また、各 ALG DSCP に対して 6 ビット DSCP 値を設定します。

構成

ステップごとの手順 VoIP DSCP rewrite ルールを構成するには、以下の手順に従います。

1. 各 VoIP ALG に対して DSCP を設定します。

[edit]

user@host# set security alg sip dscp-rewrite code-point 101010

user@host# set security alg h323 dscp-rewrite code-point 010101

user@host# set security alg mgcp dscp-rewrite code-point 111000

user@host# set security alg sccp dscp-rewrite code-point 000111

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 268ページのVoIP DSCP rewrite ルールについて

DNS Doctoring について

SRX シリーズ デバイス用の JUNOS ソフトウェアは、ドメイン名システム（DNS）のサポートを

提供します。 DNS ALG は DNS クエリーと応答パケットを監視し、DNS フラグによってパケッ

トが応答メッセージであることが示されている場合は、セッションを閉じます。 DNS ALG を構

成するには、[edit security alg] 階層レベルで edit security alg dns ステートメントを使用

します。
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ドメイン名システム（DNS）は、ルーティング クラス（IP など）内のアドレス マッピングに

名前を提供します。 その一方で、ネットワーク アドレス変換（NAT）は、同じルーティング

クラスの異なるアドレス領域にあるホスト間において、透過的なルーティングを提供します。

そのため、DNS に関する一部の問題は、DNS ALG によって処理する必要がある NAT によって発

生します。 このような問題の処理は、DNS Doctoring と呼ばれます。

NAT によって発生した問題を解決するため、DNS ALG の機能は、静的 NAT をサポートするよう

に拡張されています。そのため、このような問題は DNS Doctoring によって解決されます。

注: DNS Doctoring を実行するには、デバイスで DNS ALG を有効にする必要があり

ます。 SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスで DNS ALG を

有効にしている場合、Junos リリース 10.1 以降では、デフォルトで DNS Doctoring

が有効になります。

復旧/Doctoring は、以下の 2 つの要素で構成されています。

• パケットのサニティ チェック

• NAT

まず、DNS サーバーに対して静的 NAT を構成する必要があります。 これにより、DNS ALG が

有効になっている場合は、パブリックからプライベートおよびプライベートからパブリックの

静的アドレス変換が、DNS 応答の A レコードで発生します。

DNS ALG には、maximum-message-length コマンド オプションも含まれています。値の範囲は

512 ～ 8192 バイトで、デフォルト値は 512 バイトです。 DNS メッセージの長さが構成され

ている最大長を超えている場合、ドメイン名が 255 バイトを超えている場合、またはラベル長

が 63 バイトを超えている場合、DNS ALG はトラフィックをドロップしません。 また、ALG
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は、ドメイン名圧縮ポインタの展開も実行して、関連する完全なドメイン名を取得し、圧縮ポ

インタのループが存在するかどうかを確認して、ループが存在する場合はトラフィックをドロッ

プします。

注: DNS ALG は、最初の 32 個の A レコードを単一の DNS 応答で変換できます。

最初の 32 個より後の A レコードは処理されません。 また、DNS ALG は IPv4 ア

ドレスだけをサポートし、VPN トンネルをサポートしない点にも注意してください。

[Junos OS CLI Reference]

Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices]

関連項目 162ページのDNS の概要•

• 93ページのIPv6 NAT の概要

• 95ページのIPv6 NAT PT の概要

• 96ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 271ページのDNS Doctoring の無効化（CLI 手順）

DNS Doctoring の無効化（CLI 手順）

DNS Doctoring 機能は、デフォルトで有効になっています。 DNS Doctoring 機能は、CLI で無

効にすることができます。

DNS Doctoring を無効にするには、以下の手順に従います。

1. すべての Doctoring 機能を無効にするには、以下のように操作します。

none 構成オプションを指定します。 このコマンドにより、すべての Doctoring 機能が無

効になります。

user@host# set security alg dns doctoring none

2. NAT 機能を無効にし、サニティ チェックを保持するには、以下のように操作します。

sanity-check 構成オプションを指定します。 このオプションにより NAT 機能は無効にな

り、サニティ チェック機能は保持されます。

user@host# set security alg dns doctoring sanity-check

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

4. 構成モードの CLI から show security alg dns doctoring コマンドを入力し、構成内容を確

認します。 『Junos OS CLI Reference』を参照してください。

[Junos OS CLI Reference]

Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices]

関連項目 • 162ページのDNS の概要

• 93ページのIPv6 NAT の概要
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• 95ページのIPv6 NAT PT の概要
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第12章

H.323 ALG

• H.323 ALG について 273ページ

• Avaya H.323 ALG について 275ページ

• H.323 ALG 構成の概要 277ページ

• H.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウト 277ページ

• H.323 ALG メディア ソース ポートの範囲 279ページ

• H.323 ALG DoS 攻撃保護 280ページ

• H.323 ALG の不明なメッセージ タイプ 282ページ

• 例: プライベート ゾーンのゲートキーパーへの H.323 ALG トラフィックの通過 284ページ

• 例: 外部ゾーンのゲートキーパーへの H.323 ALG トラフィックの通過 289ページ

• 例: H.323 ALG を使用した NAT による受信コールの有効化 295ページ

• 例: H.323 ALG を使用した NAT による発信コールの有効化 301ページ

H.323 ALG について

H.323 規格は、国際電気通信連合（ITU-T）によって定義されたレガシーの音声 IP 化（VoIP）

プロトコルです。 H.323 は、VoIP のコール シグナリングおよびコール制御に使用するプロト

コル スイート（H.225.0 および H.245）で構成されています。

H.323 では、ASN.1 コーディング形式を使用します。 また、Q.931（ポート番号 1720 を使用）

および H.245 の各プロトコルに従い、データ、ビデオ、およびオーディオ ストリーム用の動

的リンクを設定します。 H.323 は、主に以下の 3 つのプロセスで構成されています。

• ゲートキーパーの検出 — エンドポイントは、ブロードキャストまたはユニキャスト（既知の

IP と既知の UDP ポート 1719 への発信）を使用したゲートキーパー検出プロセスによって

ゲートキーパーを検出します （Junos OS では、ユニキャストのみサポートしています）。

• エンドポイントの登録、アクセス許可、および状態管理 — エンドポイントはゲートキーパー

への登録を行い、管理を要求します。 エンドポイントは、コールを実行する前に、コールの

発信許可をゲートキーパーに要求します。 登録およびアクセス許可のどちらのフェーズで

も、登録、アクセス許可、および状態管理（RAS）チャネルが使用されます。 トランスポー

ト サービス アクセス ポイント（TSAP）は、既知の UDP ポート（1719）または検出あるい

は登録フェーズから動的に割り当てられたポートのいずれかになります。

• コール制御およびコール設定 — コールは、単一のゾーン内だけでなく、複数のゾーン間（マ

ルチポイント会議）でも確立できます。 コールの設定とティアダウンは、TSAP が既知の TCP
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ポート（1720）であるコール シグナリング チャネルを通じて実行されます。 2 つのエンド

ポイント間でメディア チャネルを開く/閉じる処理などのコール制御は、前のコール シグナ

リング プロセスから動的に割り当てられた TSAP を持つコール制御チャネルを通じて実行さ

れます。 H.245 メッセージはコール制御チャネルで使用され、ASN.1 を使用してエンコード

されます。

注: H.323 に関する詳細な情報は、ITU-T 勧告 H.323 で確認できます。

H.323 アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）を使用すると、IP 電話やマルチメディ

ア デバイスなどのターミナル ホスト間で、セキュアな VoIP 通信が可能になります。 このよ

うな電話システムでは、ゲートキーパー デバイスが VoIP コールのコール登録、アクセス許

可、およびコール状態を管理します。 ゲートキーパーは、2 つの異なるゾーンまたは同じゾー

ンで存在可能です （274ページの図17 を参照してください。）

図 17: VoIP コール用の H.323 ALG

注: この図では例示を目的として IP 電話を使用していますが、Microsoft NetMeeting

マルチメディア デバイスなどの VoIP を使用する他のホストも構成できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 275ページのAvaya H.323 ALG について
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• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

Avaya H.323 ALG について

H.323 規格は、国際電気通信連合（ITU-T）によって定義されたレガシーの音声 IP 化（VoIP）

プロトコルです。 H.323 は、VoIP のコール シグナリングおよびコール制御に使用するプロト

コル スイート（H.225.0 および H.245）で構成されています。 H.323 規格のアプリケーショ

ン レイヤー ゲートウェイ（ALG）と Avaya 独自の H.323 ALG を構成するプロセスは同じで

す。

ただし、Avaya H.323 ALG にはいくつかの特別な機能があります。 ここに記載されている Avaya

H.323 固有の機能を理解および構成するには、 『Administrator Guide for Avaya Communication

Manager』、 『Avaya IP Telephony Implementation Guide』、および 『Avaya Application

Solutions IP Telephony Deployment Guide』 （http://support.avaya.com）を参照してくださ

い。

このトピックには以下のセクションがあります。

• Avaya H.323 ALG 固有の機能 275ページ

• Avaya H.323 ALG のコール フローの詳細 275ページ

Avaya H.323 ALG 固有の機能

Avaya H.323 に固有の機能は、以下のとおりです。

• H.323 Fast Connect

• H.323 非対称メディア

• コール待機

• コール転送

• 音声メール

• コール識別

• 会議コール

Avaya H.323 ALG のコール フローの詳細

• ネットワークへの電話の接続 — Avaya は、コールが開始されているときではなく、電話が

ネットワークに接続されたときに Q.931 Setup/Connect ネゴシエーションを実行します。

• コールの実行 — 各電話の機能は、電話がネットワークに接続したときにすでに PBX に保存

されているため、コールが実行されても、コールを設定するために、それ以上の Q.931 およ

び PBX のネゴシエーションは必要ありません。 また、Q.931 の Setup および Connect メッ

セージを PBX と交換することもありません。 電話と PBX は、H.323 Facility メッセージ

を交換して、コールを設定します。

• CM への登録 — コールが実行されると、Avaya H.323 は Avaya Communication Manager（CM）

への登録を行います。 この登録プロセスは、汎用の H.323 規格の登録プロセスと同様です。
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注: 直接モードおよびトンネル モードは、Avaya H.323 ALG では定義されていま

せん。

コールが機能するためには、Avaya エンドポイントに CM を展開する必要があります。 コー

ル中は、CM と Avaya エンドポイントの間で RAS および Q.931 のメッセージが交換されま

す。

注: ソース ネットワーク アドレス変換（NAT）プールを使用した Avaya H.323

では、登録プロセスで許可されるのはプール内の 1 つの IP アドレスだけです。

• リアルタイム トランスポート プロトコル（RTP）/リアルタイム制御プロトコル（RTCP）ポー

トの設定 — RTP/RTCP ポートの設定には、Q.931 の Setup、Facility、Information の各メッ

セージが使用されます。 Avaya H.323 セッションの階層構造は、Q.931、RTP/RTCP、Parent、

Child の順です。

注: Avaya コール フロー プロセスでは、H.245 ポートは使用されません。

• Avaya H.323 カウンタの使用 — コールおよびアクティブなコールのカウンタは、Avaya H.323

ALG には適用されません。 コール作成とティアダウンは、後で Facility メッセージによっ

て実行されます。 コールにリソースが割り当てられると、コールおよびアクティブなコール

のすべてのカウンタが増分されます。 コールにリソースが複数回割り当てられると、ファイ

アウォールを複数回通過する同じコールに属するメッセージによって、カウンタが複数回増

分されます。 つまり、コールのリソースを複数回割り当てる必要がある場合は、同じコール

に属し、ファイアウォールを複数回通過するメッセージによって、カウンタの増分が複数回

発生します。

たとえば、ゾーンが 2 つの場合は、設定および接続のメッセージ ペアによって、1 つのコー

ル リソースが割り当てられます。 アクティブなコールのカウンタは、1 回増分されます。

設定および接続のメッセージ ペアがファイアウォールを通過するたびに、固有のインター

フェースと NAT を持つ別のコール リソースが割り当てられます。 そのため、ゾーンが 3

つの場合は、カウンタの増分が 3 回発生します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 273ページのH.323 ALG について

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要
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H.323 ALG 構成の概要

H.323 アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）は、デバイスではデフォルトで有効に

なっています。有効にするために、特にアクションは必要ありません。 ただし、以下の手順に

従うことで、H.323 ALG の動作を微調整できます。

1. エンドポイントの登録エントリが、ネットワーク アドレス変換（NAT）テーブルに存続する

期間を指定します。 手順については、278ページの「「例: H.323 ALG エンドポイント登録

のタイムアウトの設定」」を参照してください。

2. ポートの狭い範囲または広い範囲に対してメディア トラフィックを有効にします。 手順に

ついては、279ページの「「例: H.323 ALG メディア ソースのポート範囲の設定」」を参照

してください。

3. H.323 ゲートキーパーをサービス拒否（DoS）フラッド攻撃から保護します。 手順について

は、281ページの「「例: H.323 ALG DoS 攻撃保護の構成」」を参照してください。

4. セッションが NAT モードおよびルート モードの場合は、不明なメッセージの通過を有効に

します。 手順については、283ページの「「例: 不明な H.323 ALG メッセージ タイプの許

可」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 273ページのH.323 ALG について

• 284ページの例: プライベート ゾーンのゲートキーパーへの H.323 ALG トラフィックの通過

• 289ページの例: 外部ゾーンのゲートキーパーへの H.323 ALG トラフィックの通過

• 295ページの例: H.323 ALG を使用した NAT による受信コールの有効化

• 301ページの例: H.323 ALG を使用した NAT による発信コールの有効化

H.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウト

• H.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウトについて 277ページ

• 例: H.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウトの設定 278ページ

H.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウトについて

ネットワーク アドレス変換（NAT）モードでは、Juniper Networks デバイスの背後にある保護

されたネットワークのエンドポイントが H.323 ゲートキーパーへの登録を行うと、そのデバイ

スが NAT テーブルにエントリを追加します。このエントリには、各エンドポイントのパブリッ

クからプライベートへのアドレスのマッピングが含まれています。 これらのエントリにより、

保護されたネットワークのエンドポイントが、受信コールを受信できるようになります。

エンドポイント登録のタイムアウトを設定することで、エンドポイントの登録エントリが NAT

テーブルに存続する期間を指定します。 中断されない受信コール サービスを確保するには、

エンドポイント登録のタイムアウトを、管理者がゲートキーパーに対して構成したキープアラ

イブ値と同じかそれ以上の値に設定します。 範囲は 10 ～ 50,000 秒で、デフォルト値は 3600

秒です。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 273ページのH.323 ALG について

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

• 278ページの例: H.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウトの設定

例: H.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウトの設定

この例では、エンドポイント登録のタイムアウトを指定する方法を示します。

• 要件 278ページ

• 概要 278ページ

• 構成 278ページ

• 確認 279ページ

要件

始める前に、Avaya H.323 固有の機能の構成について理解しておきます。 『Administrator

Guide for Avaya Communication Manager』、 『Avaya IP Telephony Implementation Guide』、

および 『Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide』

（http://support.avaya.com）を参照してください。

概要

エンドポイント登録のタイムアウト範囲を設定することで、エンドポイントの登録エントリが

NAT テーブルに存続する期間を指定します。 範囲は 10 ～ 50,000 秒で、デフォルト値は 3600

秒です。

構成

J-Web 簡単構成 H.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウトを指定するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [H323] タブを選択します。

3. [Timeout for endpoints]（エンドポイントのタイムアウト）ボックスで、5000 と入力しま

す。

4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

5. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 H.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウトを指定するには、以下の手順に従います。

1. H.323 ALG を構成し、エンドポイントの登録タイムアウトを 5000 秒に設定します。

[edit]

user@host# set security alg h323 endpoint-registration-timeout 5000

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]
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user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg h323 コマンドおよび show

security alg h323 counters コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 277ページのH.323 ALG エンドポイント登録のタイムアウトについて

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

H.323 ALG メディア ソース ポートの範囲

• H.323 ALG メディア ソース ポートの範囲について 279ページ

• 例: H.323 ALG メディア ソースのポート範囲の設定 279ページ

H.323 ALG メディア ソース ポートの範囲について

メディア ソース ポート機能を使用することで、ポートの狭い範囲または広い範囲に対してメ

ディア トラフィックを許可するようにデバイスを構成することができます。 デフォルトでは、

デバイスはポートの広い範囲に対して H.323 トラフィックをリスンします。 エンドポイント

装置の送信ポートとリスン ポートを指定できる場合は、デバイスがメディア トラフィックの

通過を許可するポートの範囲を狭くすることができます。 これにより、H.323 トラフィックに

対して開かれるピンホールが小さくなり、セキュリティが強化されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 273ページのH.323 ALG について

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

• 279ページの例: H.323 ALG メディア ソースのポート範囲の設定

例: H.323 ALG メディア ソースのポート範囲の設定

この例では、H.323 ALG メディア ソース ポートの機能を有効にする方法を示します。

• 要件 279ページ

• 概要 280ページ

• 構成 280ページ

• 確認 280ページ

要件

始める前に、Avaya H.323 固有の機能の構成について理解しておきます。 『Administrator

Guide for Avaya Communication Manager』、 『Avaya IP Telephony Implementation Guide』、

および 『Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide』

（http://support.avaya.com）を参照してください。
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概要

メディア ソース ポート機能を使用することで、ポートの狭い範囲または広い範囲に対してメ

ディア トラフィックを許可するようにデバイスを構成することができます。 デフォルトでは、

デバイスはポートの狭い範囲に対して H.323 トラフィックをリスンします。 この例では、メ

ディア ソース ポートの機能を有効にすることで、メディア トラフィックに対してゲートを広

く開くようにデバイスを構成する方法を示します。

構成

J-Web 簡単構成 H.323 ALG メディア ソース ポートの機能を有効にするには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [H323] タブを選択します。

3. [Enable Permit media from any source port]（どのソース ポートからのメディアも許可

する）チェック ボックスを選択します。

4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

5. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 H.323 ALG メディア ソース ポートの機能を有効にするには、以下の手順に従います。

1. H.323 ALG に対してメディア ソース ポートを無効にすることで、メディア トラフィッ

クのゲートを狭く設定します。

[edit]

user@host# delete security alg h323 media-source-port-any

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg h323 コマンドおよび show

security alg h323 counters コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 279ページのH.323 ALG メディア ソース ポートの範囲について

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

H.323 ALG DoS 攻撃保護

• H.323 ALG DoS 攻撃保護について 281ページ

• 例: H.323 ALG DoS 攻撃保護の構成 281ページ
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H.323 ALG DoS 攻撃保護について

1 秒あたりに処理する登録、アクセス許可、および状態管理（RAS）メッセージ数を制限するこ

とで、サービス拒否（DoS）フラッド攻撃から H.323 ゲートキーパーを保護できます。 指定し

たしきい値を超過している受信 RAS 要求メッセージは、H.323 アプリケーション レイヤー

ゲートウェイ（ALG）によってドロップされます。 範囲は 1 秒あたり 2 ～ 50,000 メッセー

ジで、デフォルト値は 1000 です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 273ページのH.323 ALG について

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

• 281ページの例: H.323 ALG DoS 攻撃保護の構成

例: H.323 ALG DoS 攻撃保護の構成

この例では、H.323 ALG DoS 攻撃保護機能を構成する方法を示します。

• 要件 281ページ

• 概要 281ページ

• 構成 281ページ

• 確認 282ページ

要件

始める前に、Avaya H.323 固有の機能の構成について理解しておきます。 『Administrator

Guide for Avaya Communication Manager』、 『Avaya IP Telephony Implementation Guide』、

および 『Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide』

（http://support.avaya.com）を参照してください。

概要

1 秒あたりに処理する登録、アクセス許可、および状態管理（RAS）メッセージの範囲を制限す

ることで、DoS フラッド攻撃から H.323 ゲートキーパーを保護できます。 範囲は 1 秒あたり

2 ～ 50,000 メッセージで、デフォルト値は 1000 です。 この例では、受信 RAS 要求メッセー

ジの数を 1 秒あたり 5000 メッセージに制限します。

構成

J-Web 簡単構成 H.323 ALG DoS 攻撃保護機能を構成するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [H323] タブを選択します。

3. [Message flood gatekeeper threshold]（メッセージ フラッドのゲートキーパーしきい値）

ボックスで、5000 と入力します。

4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

5. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。
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ステップごとの手順 H.323 ALG DoS 攻撃保護機能を構成するには、以下の手順に従います。

1. H.323 ALG のゲートキーパーを構成し、しきい値を設定します。

[edit]

user@host# set security alg h323 application-screen message-flood gatekeeper threshold

5000

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg h323 コマンドおよび show

security alg h323 counters コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 281ページのH.323 ALG DoS 攻撃保護について

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

H.323 ALG の不明なメッセージ タイプ

• H.323 ALG の不明なメッセージ タイプについて 282ページ

• 例: H.323 ALG の不明なメッセージ タイプの許可 283ページ

H.323 ALG の不明なメッセージ タイプについて

この機能を使用することで、デバイスが不明な H.323 メッセージを処理する方法を指定できま

す。 デフォルトでは、不明な（サポートされていない）メッセージはドロップされます。

1 秒あたりに処理する登録、アクセス許可、および状態管理（RAS）メッセージ数を制限するこ

とで、サービス拒否（DoS）フラッド攻撃から H.323 ゲートキーパーを保護できます。 指定し

たしきい値を超過している受信 RAS 要求メッセージは、H.323 アプリケーション レイヤー

ゲートウェイ（ALG）によってドロップされます。 範囲は 1 秒あたり 2 ～ 50,000 メッセー

ジで、デフォルト値は 1000 です。

セキュリティを脅かす可能性があるため、不明なメッセージを許可することはお勧めしません。

ただし、セキュア テストや本番環境では、異なるベンダー装置間の相互運用性の問題を解決す

るために、このコマンドが便利な場合があります。 不明な H.323 メッセージを許可すること

で、ネットワークの動作を把握することができるため、音声 IP 化（VoIP）トラフィックを分

析して、一部のメッセージがドロップされる理由を特定することができます。 不明な H.323

メッセージ タイプの機能を使用することにより、ネットワーク アドレス変換（NAT）モードお

よびルート モードの両方で、デバイスが、不明なメッセージ タイプを含む H.323 トラフィッ

クを受け入れるように構成することができます。
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注: このオプションは、サポート対象の VoIP パケットとして識別された受信パケッ

トにのみ適用されます。 パケットを識別できない場合は、常にドロップされます。

パケットがサポート対象のプロトコルとして識別され、不明なメッセージ タイプを

許可するようにデバイスを構成している場合、そのメッセージは、処理されずに転

送されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 273ページのH.323 ALG について

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

• 283ページの例: H.323 ALG の不明なメッセージ タイプの許可

例: H.323 ALG の不明なメッセージ タイプの許可

この例では、ルート モードと NAT モードの両方で、デバイスが不明な H.323 メッセージ タ

イプを許可するように構成する方法を示します。

• 要件 283ページ

• 概要 283ページ

• 構成 283ページ

• 確認 284ページ

要件

始める前に、Avaya H.323 固有の機能の構成について理解しておきます。 『Administrator

Guide for Avaya Communication Manager』、 『Avaya IP Telephony Implementation Guide』、

および 『Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide』

（http://support.avaya.com）を参照してください。

概要

この機能を使用することで、デバイスが不明な H.323 メッセージを処理する方法を指定できま

す。 デフォルトでは、不明な（サポートされていない）メッセージはドロップされます。

[Enable Permit NAT applied]（NAT 適用の許可を有効にする）オプションと permit-nat-applied

構成ステートメントでは、セッションが NAT モードの場合に不明メッセージの通過を許可する

ように指定します。 [Enable Permit routed]（ルーティングの許可を有効にする）オプション

と permit-routed 構成ステートメントでは、セッションがルート モードの場合に不明メッセー

ジの通過を許可するように指定します （透過モードのセッションは、ルート モードとして扱

われます）。

構成

J-Web 簡単構成 ルート モードと NAT モードの両方で、デバイスが不明な H.323 メッセージ タイプを許可す

るように構成するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [H323] タブを選択します。
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3. [Enable Permit NAT applied]（NAT 適用の許可を有効にする） チェック ボックスを選択

します。

4. [Enable Permit routed]（ルーティングの許可を有効にする） チェック ボックスを選択し

ます。

5. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

6. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 ルート モードと NAT モードの両方で、デバイスが不明な H.323 メッセージ タイプを許可す

るように構成するには、以下の手順に従います。

1. セッションが NAT モードの場合は、不明メッセージの通過が許可されるように指定しま

す。

[edit]

user@host# set security alg h323 application-screen unknown-message permit-nat-applied

2. セッションがルート モードの場合は、不明メッセージの通過が許可されるように指定し

ます。

[edit]

user@host# set security alg h323 application-screen unknown-message permit-routed

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg h323 コマンドおよび show

security alg h323 counters コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 282ページのH.323 ALG の不明なメッセージ タイプについて

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

例: プライベート ゾーンのゲートキーパーへの H.323 ALG トラフィックの通過

この例では、IP 電話ホストとプライベート ゾーンのゲートキーパー、およびパブリック ゾー

ンの IP 電話ホスト（2.2.2.5/32）との間で H.323 トラフィックの通過を許可する 2 つのポ

リシーを設定する方法を示します。

• 要件 285ページ

• 概要 285ページ

• 構成 285ページ

• 確認 288ページ

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.284

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


要件

始める前に、以下のことを行います。

• Avaya H.323 固有の機能を理解し、構成しておきます。 『Administrator Guide for Avaya

Communication Manager』、 『Avaya IP Telephony Implementation Guide』、および 『Avaya

Application Solutions IP Telephony Deployment Guide』 （http://support.avaya.com）を

参照してください。

• セキュリティ ゾーンを構成します。 149ページの「「セキュリティ ゾーンについて」」を参

照してください。

概要

この例では、IP 電話ホストとプライベート ゾーンのゲートキーパー、およびパブリック ゾー

ンの IP 電話ホスト（2.2.2.5/32）との間で H.323 トラフィックの通過を許可する 2 つのポ

リシーを設定する方法を示します。 デバイスへの接続は、NAT を使用または使用せずに構成で

きます。 285ページの図18 を参照してください。

図 18: プライベート ゾーンの H.323 ゲートキーパー

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone public address-book address ip_phone 2.2.2.5/32
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set security zones security-zone private address-book address gateway 2.2.2.5/32

set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match source-address any

set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match destination-address

IP_Phone

set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match application

junos-h323

set security policies from-zone private to-zone public policy P1 then permit

set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match source-address any

set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match destination-address

gateway

set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match application

junos-h323

set security policies from-zone public to-zone private policy P2 then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

プライベート ゾーンのゲートキーパーに H.323 ALG トラフィックが通過するようにデバイス

を構成するには、以下の手順に従います。

1. 2 つのアドレス帳を構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone public address-book address ip_phone

2.2.2.5/32

set security zones security-zone private address-book address gateway 2.2.2.5/32

2. プライベート ゾーンからパブリック ゾーンに向かうトラフィックのポリシー P1 を構成

します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match

destination-address IP_Phone

user@host# set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone private to-zone public policy P1 then

permit

3. パブリック ゾーンからプライベート ゾーンに向かうトラフィックのポリシー P2 を構成

します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match

source-address any
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user@host# set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match

destination-address gateway

user@host# set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone public to-zone private policy P2 then

permit

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

user@host# show security policies

...

from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy default-deny {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}

}

}

from-zone private to-zone public {

policy P1 {

match {

source-address any;
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destination-address IP_Phone;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone private {

policy P2 {

match {

source-address any;

destination-address gateway;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

...

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• H.323 ALG 構成の確認 288ページ

H.323 ALG 構成の確認

目的 アクティブなコールに関する情報を表示します。

注: show security コマンドに対する出力のコールおよびアクティブなコールの

H.323 カウンタは、Avaya 独自の H.323 実装には適用されません。 これは、Q.931

の設定メッセージと接続メッセージが電話の電源投入直後に交換され、コール作成

とティアダウンが Facility メッセージによって実行されるためです。

コールおよびアクティブなコールのカウンタは、コールに割り当てられたリソース

が増加した場合に増加します。つまり、同じコールに属し、ファイアウォールを複

数回通過するメッセージによってカウンタが増分されます。 これは、コールのリ

ソースを複数回割り当てる必要がある場合に適用されます。 たとえば、ゾーンが 2

つの場合は、設定および接続のメッセージ ペアによって 1 つのコール リソースが

割り当てられ、一方によってアクティブなコールのカウンタが増加します。 ただ

し、ゾーンが 3 つの場合は、設定および接続のメッセージ ペアがファイアウォー

ルを 2 回通過し、そのたびに別のコール リソースが割り当てられます。 この場

合、カウンタが増加します。

アクション J-Web インターフェースから、[Monitor]（監視）>[ALGs]>[H323] の順に選択します。 または、

CLI で show security alg h323 counters コマンドを入力します。
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受信した H.245 メッセージのカウンタも、H.245 トンネリングの場合は正確ではありません。

これは、H.245 メッセージが Q.931 パケットにカプセル化されていて、H.245 メッセージが存

在する場合でも、受信した H.245 メッセージのカウンタがゼロのままになるためです。 ただ

し、Other H245 カウンタには、このようなパケット送信が反映されます。

[edit]

user@host> show security alg h323 counters

H.323 counters summary:

Packets received : 0

Packets dropped : 0

RAS message received : 0

Q.931 message received : 0

H.245 message received : 0

Number of calls : 0

Number of active calls : 0

H.323 error counters:

Decoding errors : 0

Message flood dropped : 0

NAT errors : 0

Resource manager errors : 0

H.323 message counters:

RRQ : 0

RCF : 0

ARQ : 0

ACF : 0

URQ : 0

UCF : 0

DRQ : 0

DCF : 0

Oth RAS : 0

Setup : 0

Alert : 0

Connect : 0

CallProd : 0

Info : 0

RelCmpl : 0

Facility : 0

Empty : 0

OLC : 0

OLC-ACK : 0

Oth H245 : 0

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 273ページのH.323 ALG について

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

例: 外部ゾーンのゲートキーパーへの H.323 ALG トラフィックの通過

この例では、内部ゾーン内の IP 電話ホストと、外部ゾーン内の IP アドレス 2.2.2.5/32 に

ある IP 電話（およびゲートキーパー）との間の通過を H.323 トラフィックに許可するよう

に、2 つのポリシーを設定する方法を示します。

• 要件 290ページ

• 概要 290ページ
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• 構成 291ページ

• 確認 294ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• Avaya H.323 固有の機能を理解し、構成しておきます。 『Administrator Guide for Avaya

Communication Manager』、 『Avaya IP Telephony Implementation Guide』、および 『Avaya

Application Solutions IP Telephony Deployment Guide』 （http://support.avaya.com）を

参照してください。

• セキュリティ ゾーンを構成します。 149ページの「「セキュリティ ゾーンについて」」を参

照してください。

概要

ルート モードではいかなる種類のアドレス マッピングも必要ないため、外部（パブリック）

ゾーン内のゲートキーパー用のデバイス構成は、通常は内部（プライベート）ゾーン内のゲー

トキーパー用の構成と同一です。 この例では、内部ゾーン内の IP 電話ホストと、外部ゾーン

内の IP アドレス 2.2.2.5/32 にある IP 電話（およびゲートキーパー）との間の通過を H.323

トラフィックに許可するように、2 つのポリシーを設定する方法を示します。 デバイスは、透

過モードあるいはルート モードで動作が可能です。 290ページの図19 を参照してください。

図 19: 外部ゾーンの H.323 ゲートキーパー
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone external address-book address IP_Phone 2.2.2.5/32

set security zones security-zone internal address-book address gatekeeper 2.2.2.10/32

set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match source-address

any

set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match

destination-address IP_Phone

set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match application

junos-h323

set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 then permit

set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match source-address

any

set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match

destination-address gatekeeper

set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match application

junos-h323

set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 then permit

set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match source-address

IP_Phone

set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match

destination-address any

set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match application

junos-h323

set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 then permit

set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match source-address

gatekeeper

set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match

destination-address any

set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match application

junos-h323

set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

外部ゾーンのゲートキーパーに H.323 ALG トラフィックが通過するようにデバイスを構成する

には、以下の手順に従います。

1. 2 つのアドレス帳を構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone external address-book address IP_Phone

2.2.2.5/32

user@host# set security zones security-zone internal address-book address gatekeeper

2.2.2.10/32
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2. 内部ゾーンから外部ゾーンに向かうトラフィックのポリシー P1 を構成します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match

destination-address IP_Phone

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 then

permit

3. 内部ゾーンと外部ゾーンのゲートキーパー間のトラフィックを許可するポリシー P2 を構

成します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match

destination-address gatekeeper

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 then

permit

4. 内部ゾーンの電話と外部ゾーン間のトラフィックを許可するポリシー P3 を構成します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match

source-address IP_Phone

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 then

permit

5. 内部ゾーンの電話と外部ゾーンのゲートキーパー間のトラフィックを許可するポリシー

P4 を構成します。

[edit]
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user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match

source-address gatekeeper

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 then

permit

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

user@host# show security policies

...

from-zone internal to-zone external {

policy P1 {

match {

source-address any;

destination-address IP_Phone;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

policy P2 {

match {

source-address any;

destination-address gatekeeper;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone external to-zone internal {

policy P3 {

match {

source-address IP_Phone;

destination-address any;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

policy P4 {

match {

source-address gatekeeper;

destination-address any;
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application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

...

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• H.323 ALG 構成の確認 294ページ

H.323 ALG 構成の確認

目的 アクティブなコールに関する情報を表示します。

注: show security コマンドに対する出力のコールおよびアクティブなコールの

H.323 カウンタは、Avaya 独自の H.323 実装には適用されません。 これは、Q.931

の設定メッセージと接続メッセージが電話の電源投入直後に交換され、コール作成

とティアダウンが Facility メッセージによって実行されるためです。

コールおよびアクティブなコールのカウンタは、コールに割り当てられたリソース

が増加した場合に増加します。つまり、同じコールに属し、ファイアウォールを複

数回通過するメッセージによってカウンタが増分されます。 これは、コールのリ

ソースを複数回割り当てる必要がある場合に適用されます。 たとえば、ゾーンが 2

つの場合は、設定および接続のメッセージ ペアによって 1 つのコール リソースが

割り当てられ、一方によってアクティブなコールのカウンタが増加します。 ただ

し、ゾーンが 3 つの場合は、設定および接続のメッセージ ペアがファイアウォー

ルを 2 回通過し、そのたびに別のコール リソースが割り当てられます。 この場

合、カウンタが増加します。

アクション J-Web インターフェースから、[Monitor]（監視）>[ALGs]>[H323] の順に選択します。 または、

CLI で show security alg h323 counters コマンドを入力します。

受信した H.245 メッセージのカウンタも、H.245 トンネリングの場合は正確ではありません。

これは、H.245 メッセージが Q.931 パケットにカプセル化されていて、H.245 メッセージが存

在する場合でも、受信した H.245 メッセージのカウンタがゼロのままになるためです。 ただ

し、Other H245 カウンタには、このようなパケット送信が反映されます。

[edit]

user@host> show security alg h323 counters

H.323 counters summary:

Packets received : 0

Packets dropped : 0

RAS message received : 0

Q.931 message received : 0

H.245 message received : 0
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Number of calls : 0

Number of active calls : 0

H.323 error counters:

Decoding errors : 0

Message flood dropped : 0

NAT errors : 0

Resource manager errors : 0

H.323 message counters:

RRQ : 0

RCF : 0

ARQ : 0

ACF : 0

URQ : 0

UCF : 0

DRQ : 0

DCF : 0

Oth RAS : 0

Setup : 0

Alert : 0

Connect : 0

CallProd : 0

Info : 0

RelCmpl : 0

Facility : 0

Empty : 0

OLC : 0

OLC-ACK : 0

Oth H245 : 0

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 273ページのH.323 ALG について

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

例: H.323 ALG を使用した NAT による受信コールの有効化

この例では、H.323 ALG を使用して NAT を構成し、パブリック ネットワークからプライベー

ト ネットワークに向かうコールを有効にする方法を示します。

• 要件 295ページ

• 概要 295ページ

• 構成 297ページ

• 確認 301ページ

要件

始める前に、H.323 ALG について理解しておきます。 273ページの「「H.323 ALG について」」

を参照してください。

概要

ゾーンが 2 つで、プライベート ゾーンにサーバーがある場合は、パブリック ゾーンに向かう

インターフェースに NAT プールを構成することで、受信コールに対して NAT を使用すること

ができます。
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この例（296ページの図20 を参照）では、IP-Phone1 およびゲートキーパーと呼ばれるサーバー

がプライベート ゾーンに存在し、IP-Phone2 がパブリック ゾーンに存在します。 ここでは、

NAT を実行するために NAT ルール セットとソース NAT プールを構成します。 また、プライ

ベートからパブリック、およびパブリックからプライベートに向かうトラフィック用に 2 つの

ポリシーも作成し、プライベート ゾーンとパブリック ゾーンに出入りする ALG H.323 トラ

フィックを許可します。

図 20: H.323 ALG を使用した NAT — 受信コール

この例では、以下のようにソース NAT を構成します。

• パブリック ゾーンからのパケットと宛先アドレス 1.1.1.25/32 を照合するために、gatekeeper

というルールを持つ gatekeeper という静的 NAT ルール セットを作成します。 一致するパ

ケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.25/32 に変換されま

す。

• 1.1.1.30/32 ～ 1.1.1.150/32 の IP アドレス範囲を持つ h323-nat-pool というソース NAT

プールを定義します。

• プライベート ゾーンからパブリック ゾーンに向かうパケットと IP アドレス 10.1.1.0/24

を照合するために、ルール h323-r1 を持つ h323-nat というソース NAT ルール セットを作

成します。 一致するパケットについては、ソース アドレスが h323-nat-pool の IP アドレ

スに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/1.0 で、アドレス 1.1.1.30/32 ～ 1.1.1.150/32 のプロキシ ARP

を構成します。 これにより、これらのアドレスについてインターフェースで受信された ARP

要求に対して、システムが応答できます。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address IP-Phone1 10.1.1.5/32

set security zones security-zone private address-book address gatekeeper 10.1.1.25/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address IP-Phone2 2.2.2.5/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

set security nat source pool h323-nat-pool address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32

set security nat source address-persistent

set security nat source rule-set h323-nat from zone private

set security nat source rule-set h323-nat to zone public

set security nat source rule-set h323-nat rule h323-r1 match source-address 10.1.1.0/24

set security nat source rule-set h323-nat rule h323-r1 then source-nat pool h323-nat-pool

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address IP-Phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address gatekeeper

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

destination-address IP-Phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

application junos-h323

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public then

permit

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

source-address IP-Phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

destination-address IP-Phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

destination-address gatekeeper

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

application junos-h323

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private then

permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

H.323 ALG を使用して NAT を構成し、パブリック ネットワークからプライベート ネットワー

クに向かうコールを有効にするには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. ゾーンを構成し、アドレスを割り当てます。
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[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone private address-book address IP-Phone1 10.1.1.5/32

user@host# set security-zone private address-book address gatekeeper 10.1.1.25/32

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone public address-book address IP-Phone2 2.2.2.5/32

3. 静的 NAT ルール セットを作成します。

[edit security nat static rule-set ip-phones]

user@host# set from zone public

user@host# set match destination-address 1.1.1.25/32

user@host# set then static-nat prefix 10.1.1.25/32

4. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.25/32

5. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat]

set source pool h323-nat-pool address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32

set source address-persistent

set source rule-set h323-nat from zone private

set source rule-set h323-nat to zone public

set source rule-set h323-nat rule h323-r1 match source-address 10.1.1.0/24

set source rule-set h323-nat rule h323-r1 then source-nat pool h323-nat-pool

set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32

6. 発信トラフィックのポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public]

user@host# set match source-address IP-Phone1

user@host# set match source-address gatekeeper

user@host# set match destination-address IP-Phone2

user@host# set match application junos-h323

user@host# set then permit

7. 受信トラフィックのポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private]

user@host# set match source-address IP-Phone2

user@host# set match destination-address IP-Phone1

user@host# set match destination-address gatekeeper

user@host# set match application junos-h323

user@host# set then permit

結果 構成モードで、show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies の各コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない

場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}
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}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address IP-Phone1 10.1.1.5/32;

address gatekeeper 10.1.1.25/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address IP-Phone2 2.2.2.5/32;

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool h323-nat-pool {

address {

1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32;

}

}

address-persistent;

rule-set h323-nat {

from zone private;

to zone public;

rule h323-r1 {

match {

source-address 10.1.1.0/24;

}

then {

source-nat {

pool {

h323-nat-pool;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {
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address {

1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32;

}

}

}

static {

rule-set ip-phones {

from zone public;

rule gatekeeper {

match {

destination-address 1.1.1.25/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.25/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

1.1.1.25/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone public {

policy private-to-public {

match {

source-address [IP-Phone1 gatekeeper];

destination-address IP-Phone2;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone private {

policy public-to-private {

match {

source-address IP-Phone2;

destination-address [IP-Phone1 gatekeeper];

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• H.323 ALG ステータスの確認 301ページ

• 静的 NAT 構成の確認 301ページ

• ソース NAT ルールの使用の確認 301ページ

H.323 ALG ステータスの確認

目的 システムで H.323 ALG が有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで show security alg h323 counters コマンドを入力して、アクティブなコールに関

する情報を表示します。

静的 NAT 構成の確認

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static rule コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• H.323 ALG 構成の確認

• 277ページのH.323 ALG 構成の概要

例: H.323 ALG を使用した NAT による発信コールの有効化

この例では、H.323 ALG を使用して静的 NAT を構成し、プライベート ネットワークからパブ

リック ネットワークに向かうコールを有効にする方法を示します。

• 要件 302ページ

• 概要 302ページ

• 構成 303ページ

• 確認 306ページ
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要件

始める前に、H.323 ALG とそのプロセスについて理解しておきます。 273ページの「「H.323

ALG について」」を参照してください。

概要

この例（302ページの図21 を参照）では、IP-Phone1 およびゲートキーパーと呼ばれるサーバー

がプライベート ゾーンに存在し、IP-Phone2 がパブリック ゾーンに存在します。 ここでは、

IP-Phone1 を有効にするために静的 NAT を構成し、パブリック ゾーンの IP-Phone2 を呼び出

すためにゲートキーパーを構成します。 次に、パブリック ゾーンからプライベート ゾーンに

向かう ALG H.323 トラフィックを許可する public-to-private というポリシーと、プライベー

ト ゾーンからパブリック ゾーンに向かう ALG H.323 トラフィックを許可する

private-to-public というポリシーを作成します。

図 21: H.323 ALG を使用した NAT — 発信コール

この例では、以下のように静的 NAT を構成します。

• パブリック ゾーンからのパケットと宛先アドレス 1.1.1.5/32 を照合するために、phone1

というルールを持つ ip-phones という静的 NAT ルール セットを作成します。 一致するパ

ケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.5/32 に変換されま

す。

• パブリック ゾーンからのパケットと宛先アドレス 1.1.1.25/32 を照合するために、gatekeeper

という別のルールを定義します。 一致するパケットについては、宛先 IP アドレスがプライ

ベート アドレス 10.1.1.25/32 に変換されます。
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• インターフェース ge-0/0/1 で、アドレス 1.1.1.5/32 および 1.1.1.25/32 のプロキシ ARP

を作成します。 これにより、これらのアドレスについて指定されたインターフェースで受信

された ARP 要求に対して、システムが応答できます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address IP-Phone1 10.1.1.5/32

set security zones security-zone private address-book address gatekeeper 10.1.1.25/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address IP-Phone2 2.2.2.5/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

set security nat static rule-set ip-phones from zone public

set security nat static rule-set ip-phones rule phone1 match destination-address 1.1.1.5/32

set security nat static rule-set ip-phones rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.5/32

set security nat static rule-set ip-phones rule gatekeeper match destination-address

1.1.1.25/32

set security nat static rule-set ip-phones rule gatekeeper then static-nat prefix

10.1.1.25/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.5/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.25/32

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

source-address IP-Phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

destination-address gatekeeper

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

application junos-h323

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private then

permit

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address IP-Phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address gatekeeper

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

destination-address IP-Phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

application junos-h323

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public then

permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

H.323 ALG を使用して静的 NAT を構成し、プライベート ネットワークからパブリック ネット

ワークに向かうコールを有効にするには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24
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user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. ゾーンを作成し、アドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone private address-book address IP-Phone1 10.1.1.5/32

user@host# set security-zone private address-book address gatekeeper 10.1.1.25/32

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone public address-book address IP-Phone2 2.2.2.5/32

3. ルールを使用して、静的 NAT ルールを構成します。

[edit security nat static rule-set ip-phones]

user@host# set from zone public

user@host# set rule phone1 match destination-address 1.1.1.5/32

user@host# set rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.5/32

user@host# set rule gatekeeper match destination-address 1.1.1.25/32

user@host# set rule gatekeeper then static-nat prefix 10.1.1.25/32

4. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1 address 1.1.1.5/32

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1 address 1.1.1.25/32

5. 受信トラフィックに対するセキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private]

user@host# set match source-address IP-Phone2

user@host# set match destination-address gatekeeper

user@host# set match application junos-h323

user@host# set then permit

6. 発信トラフィックに対するセキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public]

user@host# set match source-address IP-Phone1

user@host# set match source-address gatekeeper

user@host# set match destination-address IP-Phone2

user@host# set match application junos-h323

user@host# set then permit

結果 構成モードで、show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies の各コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない

場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/1 {

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.304

Junos OS セキュリティ構成ガイド



unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address IP-Phone1 10.1.1.5/32;

address gatekeeper 10.1.1.25/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address IP-Phone2 2.2.2.5/32;

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

static {

rule-set ip-phones {

from zone public;

rule phone1 {

match {

destination-address 1.1.1.5/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.5/32;

}

}

rule gatekeeper {

match {

destination-address 1.1.1.25/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.25/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

1.1.1.5/32;

1.1.1.25/32;

}

}

}
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[edit]

user@host# show security policies

from-zone public to-zone private {

policy public-to-private {

match {

source-address IP-Phone2;

destination-address gatekeeper;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone public {

policy private-to-public {

match {

source-address [ IP-Phone1 gatekeeper ];

destination-address IP-Phone2;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• H.323 ALG ステータスの確認 306ページ

• 静的 NAT 構成の確認 306ページ

H.323 ALG ステータスの確認

目的 システムで H.323 ALG が有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで show security alg h323 counters コマンドを入力して、アクティブなコールに関

する情報を表示します。

静的 NAT 構成の確認

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static rule コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• H.323 ALG 構成の確認
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• 277ページのH.323 ALG 構成の概要
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第13章

ALG for IKE and ESP

• ALG for IKE and ESP について 309ページ

• ALG for IKE and ESP の動作について 310ページ

• 例: IKE and ESP ALG の構成 311ページ

• 例: IKE and ESP ALG の有効化とタイムアウトの設定 316ページ

ALG for IKE and ESP について

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスは、NAT ゲートウェイのプライベート側にある VPN

クライアントと、パブリック側にある仮想プライベート ネットワーク（VPN）ゲートウェイの

間に配置した場合に、単独でネットワーク アドレス変換（NAT）デバイスとして使用できます。

インターネット鍵交換（IKE）トラフィックとセキュリティ ペイロードのカプセル化（ESP）ト

ラフィックは、クライアントとサーバーの間で交換されます。 ただし、クライアントが

NAT-Traversal（NAT-T）をサポートしておらず、デバイスが NAT によって生成された同じ IP

アドレスを複数のクライアントに割り当てている場合、そのデバイスはリターン トラフィック

を適切に区別してルーティングすることができません。

注: NAT-T 対応クライアントと NAT-T 非対応クライアントの両方をサポートする場

合、追加の構成が必要です。 NAT-T 対応クライアントが存在する場合は、ソース

NAT アドレスの保持を有効にする必要があります。

ALG for IKE and ESP は、クライアントとサーバー間の IKE トラフィックを監視し、特定のク

ライアント/サーバー ペア間の IKE フェーズ 2 メッセージの交換を 1 回だけ許可します。任

意のクライアントと任意のサーバー間の交換を 1 回だけ許可するわけではありません。

以下の動作を実装するため、ALG for IKE and ESP トラフィックが作成され、NAT が拡張され

ています。

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが、ソース NAT プールを使用して IKE および ESP

トラフィックを通過させられるようにする。

• NAT（アドレス保持 NAT）を使用せずに、同じ IP アドレスに対して、同じ NAT で生成され

た IP アドレスを返すようにデバイスを構成できるようにする。 これにより、特に IKE セッ

ションがタイムアウトして再確立が必要な場合に、デバイスが、クライアントの送信 IKE ト

ラフィックをサーバーからのリターン トラフィックに関連付けられるようになります。
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• 特にサーバーからクライアントの方向で、クライアントとサーバー間で発生する ESP トラ

フィックも許可されるようにする。

• リターン ESP トラフィックが、以下のものと一致するようにする。

• サーバー IP アドレス（ソース IP として）

• クライアント IP アドレス（宛先 IP として）

注: SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、ネ

ゴシエーション中に IKE パケットの IP アドレスを変更する NAT デバイスの背後

に IKE ピアがある場合、NAT 通過を伴う IKE ネゴシエーションは機能しません。

たとえば、NAT デバイスが DIP で構成されている場合、IKE プロトコルによって

UDP ポートが 500 から 4500 に切り替えられるため、ソース IP が変更されます。

ALG for IKE and ESP の動作について

提案されている ALG for IKE and ESP トラフィックの動作は、以下のとおりです。

• ALG for IKE and ESP は、クライアントとサーバー間の IKE トラフィックを監視し、任意の

時点で、クライアントとサーバーの間で IKE フェーズ 2 メッセージの交換を 1 回だけ許可

します。

• フェーズ 2 メッセージが確認されると、以下の動作が発生します。

• クライアントとサーバーの間でフェーズ 2 の交換がまだ発生していない場合、IKE ALG

は、クライアントからサーバーおよびサーバーからクライアントの方向で、関連する ESP

トラフィックに対してゲートを開きます。

• ゲートを正常に開くことができない場合、またはフェーズ 2 の交換がすでに発生している

場合は、フェーズ 2 メッセージがドロップされます。

• ESP トラフィックがそれらのゲートにヒットすると、後続の ESP トラフィックをキャプチャ

するためにセッションが作成され、適切な NAT が実行されます（クライアントからサーバー

に向かうトラフィックでのソース IP アドレス変換、およびサーバーからクライアントに向

かうトラフィックでの宛先 IP アドレス変換）。

• トラフィックが、いずれかまたは両方のゲートにヒットしない場合、ゲートは自然にタイム

アウトします。

• ゲートが崩壊したりタイムアウトしたりした場合は、別の IKE フェーズ 2 交換が許可され

ます。

• フローティング ポート 4500 上の IKE NAT-T トラフィックは、IKE ALG では処理されませ

ん。 NAT-T 対応クライアントと非対応クライアントの混在をサポートするには、ソース NAT

アドレスの保持を有効にする必要があります。

関連項目 265ページのALG の概要•

• 1543ページのNAT の概要

• 309ページのALG for IKE and ESP について
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• 311ページの例: IKE and ESP ALG の構成

• 316ページの例: IKE and ESP ALG の有効化とタイムアウトの設定

例: IKE and ESP ALG の構成

この例では、Juniper Networks 上でソース NAT プールを使用し、IKE および ESP トラフィッ

クを通過させるように IKE and ESP ALG を構成する方法を示します。

• 要件 311ページ

• 概要 311ページ

• 構成 311ページ

• 確認 316ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ソース NAT プールのすべての IP アドレスに対してプロキシ ARP を構成します。

• ALG for IKE and ESP の背後にある概念を理解しておきます。 310ページの「「ALG for IKE

and ESP の動作について」」を参照してください。

概要

この例では、IKE および ESP トラフィックを監視し、Juniper Networks デバイスの反対側に

配置されたクライアントとサーバーの間でそのトラフィックを交換できるように ALG for IKE

and ESP を構成します。

この例では、ソース NAT プールとルール セットを構成し、IKE and ESP ALG をサポートする

カスタム アプリケーションを構成して、その ALG をポリシーに関連付ける方法を示します。

NAT-Traversal（NAT-T）対応クライアントと非対応クライアントの混在をサポートする場合は、

持続的ソース NAT 変換を有効にする必要があります（これにより、特定のソース NAT がある

IP アドレスに関連付けられると、後続のソース NAT 変換では同じ IP アドレスが使用されま

す）。 また、UDP ポート 4500 で IKE および ESP のカプセル化をサポートするには、カスタ

ムの IKE NAT 通過アプリケーションも構成する必要があります。 この構成により、IKE と ESP

が NAT 対応デバイスを通過できるようになります。

構成

• NAT ソース プールおよびルール セットの構成 312ページ

• カスタム アプリケーションの構成とポリシーへの関連付け 313ページ

• NAT-T 対応および非対応クライアントの両方に対する IKE and ESP ALG サポートの構

成 314ページ
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NAT ソース プールおよびルール セットの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source pool pool1 address 10.10.10.1/32 to 10.10.10.10/32

set security zones security-zone green address-book address sa1 1.1.1.0/24

set security zones security-zone red address-book address da1 2.2.2.0/24

set security nat source rule-set rs1 from zone green

set security nat source rule-set rs1 to zone red

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 1.1.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 2.2.2.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool pool1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ソース NAT プールを構成するには、以下の手順に従います。

1. NAT ソース プールを作成します。

[edit ]

user@host# set security nat source pool pool1 address 10.10.10.1/32 to 10.10.10.10/32

2. セキュリティ ゾーンのアドレス帳エントリを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone green address-book address sa1 1.1.1.0/24

user@host# set security zones security-zone red address-book address da1 2.2.2.0/24

3. NAT ソース ルール セットを作成します。

[edit security nat source rule-set rs1]

user@host# set from zone green

user@host# set to zone red

user@host# set rule r1 match source-address 1.1.1.0/24

user@host# set rule r1 match destination-address 2.2.2.0/24

user@host# set rule r1 then source-nat pool pool1

結果 構成モードで、show security nat コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

user@host# show security nat

source {

pool pool1 {

address {

10.10.10.1/32 to 10.10.10.10/32;

}

}

rule-set rs1 {

from zone green;

to zone red;

rule r1 {

match {
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source-address 1.1.1.0/24;

destination-address 2.2.2.0/24;

}

then {

source-nat {

pool {

pool1;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

カスタム アプリケーションの構成とポリシーへの関連付け

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set applications application custom-ike-alg source-port 500 destination-port 500 protocol

udp application-protocol ike-esp-nat

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match destination-address

da1

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match application

custom-ike-alg

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

カスタム アプリケーションを構成し、ポリシーに関連付けるには、以下の手順に従います。

1. カスタム アプリケーションを構成します。

[edit]

user@host# set applications application custom-ike-alg source-port 500

destination-port 500 protocol udp application-protocol ike-esp-nat

2. カスタム アプリケーションをポリシーに関連付けます。

[edit security policies from-zone green to-zone red policy pol1]

user@host# set match source-address sa1

user@host# set match destination-address da1

user@host# set match application custom-ike-alg

user@host# set then permit

結果 構成モードで、show applications および show security zones コマンドを入力して構成内容を

確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正

します。

[edit]

user@host# show applications
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application custom-ike-alg {

application-protocol ike-esp-nat;

protocol udp;

source-port 500;

destination-port 500;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone Trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

security-zone green {

address-book {

address sa1 1.1.1.0/24;

}

}

security-zone red {

address-book {

address da1 2.2.2.0/24;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

NAT-T 対応および非対応クライアントの両方に対する IKE and ESP ALG サポートの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source address-persistent

set applications application custom-ike-natt protocol udp source-port 4500 destination-port

4500

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match source-address sa1

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match destination-address

da1

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match application

custom-ike-natt

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 then permit
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

NAT-T 対応および非対応クライアントの両方に対して IKE and ESP ALG サポートを構成するに

は、以下の手順に従います。

1. 持続的ソース NAT 変換をグローバルに有効にします。

[edit]

user@host# set security nat source address-persistent

2. IKE NAT-T アプリケーションを構成します。

[edit]

user@host# set applications application custom-ike-natt protocol udp source-port

4500 destination-port 4500

3. ポリシーを使用して、NAT-T アプリケーションを関連付けます。

[edit security policies from-zone green to-zone red policy pol1]

user@host# set match source-address sa1

user@host# set match destination-address da1

user@host# set match application custom-ike-natt

user@host# set then permit

結果 構成モードで、show security nat および show security policies コマンドを入力して構成内

容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して

修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

address-persistent;

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone green to-zone red {

policy pol1 {

match {

source-address sa1;

destination-address da1;

application [ custom-ike-alg custom-ike-natt ];

}

then {

permit;

}

}

}

default-policy {

permit-all;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• IKE and ESP ALG カスタム アプリケーションの確認 316ページ

• NAT ソース プールおよびルール セットの確認 316ページ

IKE and ESP ALG カスタム アプリケーションの確認

目的 IKE and ESP ALG をサポートするカスタム アプリケーションが有効かどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show applications コマンドを入力します。

NAT ソース プールおよびルール セットの確認

目的 IKE and ESP ALG をサポートするために使用されている NAT ソース プールおよびルール セッ

トが正しく動作していることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 309ページのALG for IKE and ESP について

• 316ページの例: IKE and ESP ALG の有効化とタイムアウトの設定

例: IKE and ESP ALG の有効化とタイムアウトの設定

この例では、IKE and ESP ALG を有効にし、タイムアウト値を設定する方法を示します。この

タイムアウト値は、ALG が ALG 状態情報、ESP ゲート、および ESP セッションを処理する時

間を考慮したものです。

• 要件 316ページ

• 概要 316ページ

• 構成 317ページ

• 確認 318ページ

要件

ALG for IKE and ESP の背後にある概念を理解しておきます。 310ページの「「ALG for IKE

and ESP の動作について」」を参照してください。

概要

IKE and ESP ALG は、ALG がアタッチされている任意のポリシーで指定されたすべてのトラ

フィックを処理します。 この例では、ポリシーに関係なく、すべての IPsec パススルー トラ

フィックに対して、現在のデフォルトの IPsec パススルー動作が無効になるように set security

alg ike-esp-nat enable ステートメントを構成します。
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次に、IKE and ESP ALG が ALG 状態情報、ESP ゲート、および ESP セッションを処理する時

間を考慮したタイムアウト値を設定します。 この例では、ALG 状態情報のタイムアウトを設定

します。 タイムアウトの範囲は 180 ～ 86400 秒です。 デフォルトのタイムアウトは、14400

秒です。 次に、IKE フェーズ 2 交換が完了した後で作成される ESP ゲートのタイムアウトを

設定します。 タイムアウトの範囲は 2 ～ 30 秒です。 デフォルトのタイムアウトは、5 秒で

す。 最後に、IPsec ゲートから作成される ESP セッションのアイドル タイムアウトを設定し

ます。 トラフィックがセッションにヒットしない場合は、この期間の経過後にエージアウトし

ます。 タイムアウトの範囲は 60 ～ 2400 秒です。 デフォルトのタイムアウトは、1800 秒で

す。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security alg ike-esp-nat enable

set security alg ike-esp-nat esp-gate-timeout 20

set security alg ike-esp-nat esp-session-timeout 2400

set security alg ike-esp-nat state-timeout 360

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IKE and ESP ALG を有効にし、タイムアウト値を設定するには、以下の手順に従います。

1. IKE and ESP ALG を有効にします。

[edit]

user@host# set security alg ike-esp-nat enable

2. ALG 状態情報のタイムアウトを設定します。

[edit security alg ike-esp-nat]

user@host# set state-timeout 360

3. IKE フェーズ 2 交換が完了した後で作成される ESP ゲートのタイムアウトを設定しま

す。

[edit security alg ike-esp-nat]

user@host# set esp-gate-timeout 20

4. IPsec ゲートから作成される ESP セッションのアイドル タイムアウトを設定します。

[edit security alg ike-esp-nat]

user@host# set esp-session-timeout 2400

結果 構成モードで、show security alg コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security alg

ike-esp-nat {

enable;

state-timeout 360;
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esp-gate-timeout 20;

esp-session-timeout 2400;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ALG for IKE and ESP およびタイムアウト設定の確認 318ページ

ALG for IKE and ESP およびタイムアウト設定の確認

目的 ALG for IKE and ESP が有効で、この機能のタイムアウト設定が正しいことを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg ike-esp-nat コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 265ページのALG の概要

• 1543ページのNAT の概要

• 309ページのALG for IKE and ESP について

• 310ページのALG for IKE and ESP の動作について

• 311ページの例: IKE and ESP ALG の構成
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第14章

SIP ALG

• SIP ALG について 319ページ

• SIP ALG 要求メソッドについて 324ページ

• SIP ALG 構成の概要 325ページ

• SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウト 325ページ

• SIP ALG DoS 攻撃保護 328ページ

• SIP ALG の不明なメッセージ タイプ 330ページ

• SIP ALG 保留リソース 332ページ

• SIP ALG および NAT 333ページ

• SIP ALG 構成の確認 372ページ

SIP ALG について

セッション開始プロトコル（SIP）とは、インターネット上でマルチメディア セッションを開

始、変更、および終了するためのインターネット技術標準化タスクフォース（IETF）規格のプ

ロトコルです。 このようなセッションとして、ネットワーク環境でのインスタント メッセー

ジおよびアプリケーション レベル モビリティなどの機能を備えた会議やテレフォニー、マル

チメディアなどが挙げられます。

Junos OS はサービスとして SIP をサポートしており、構成したポリシーに基づいて許可およ

び拒否します。 SIP は Junos OS に定義済みのサービスで、宛先ポートとしてポート 5060 を

使用します。

SIP の機能の 1 つとして、セッション記述情報の配布、およびセッション中にセッションのパ

ラメータのネゴエーションと変更を行うことが挙げられます。 SIP は、マルチメディア セッ

ションの終了や、コール確立の通知、エラー通知の提供、エンドポイントの登録手段の提供に

も使用されます。

セッション記述情報は INVITE メッセージと ACK メッセージに含められ、たとえば音声やビデ

オなど、マルチメディアの種類を示します。 SIP はさまざまな記述プロトコルを使用してセッ

ションを記述できますが、Juniper Networks SIP アプリケーション レイヤー ゲートウェイ

（ALG）では SDP（セッション記述プロトコル）のみがサポートされます。

SDP は、システムがマルチメディア セッションに参加するのに使用する情報を提供します。

SDP には、IP アドレス、ポート番号、時刻、日付などの情報が含まれる場合があります。 SDP

ヘッダーの IP アドレスとポート番号（それぞれ、c= および m= フィールド）は、クライアン
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トがマルチメディア ストリームを受信するときに使用するアドレスとポートであり、SIP 要求

が発生する IP アドレスとポート番号ではないことに注意してください（ただし、一致する場

合もあります）。

SIP メッセージは、クライアントからサーバーへ送られる要求、およびその要求に対して、セッ

ション（またはコール）を確立する目的でサーバーからクライアントへ送られる応答から構成

されています。 ユーザー エージェント（UA）はコールのエンドポイントで動作するアプリケー

ションで、以下の 2 つの部分で構成されています。

• ユーザーの代わりに SIP 要求を送信するユーザー エージェント クライアント（UAC）

• 応答をリスンし、応答の到着時にユーザーに通知するユーザー エージェント サーバー（UAS）

UAC および UAS は、特定のエージェントがネゴシエーションで果たす役割に関連して定義され

ます。

UA の例としては、SIP プロキシ サーバーや電話が挙げられます。

このトピックには以下のセクションがあります。

• SIP ALG の動作 320ページ

• SDP セッション記述 321ページ

• ピンホールの作成 322ページ

SIP ALG の動作

SIP トラフィックには 2 つのタイプ（シグナリングとメディア ストリーム）があります。 SIP

シグナリング トラフィックは、クライアントおよびサーバー間の要求メッセージと応答メッ

セージで構成され、UDP や TCP などのトランスポート プロトコルを使用します。 メディア

ストリームは、トランスポート プロトコルを使用してデータ（オーディオ データなど）を伝

送します。

デフォルトでは、Junos OS は、ポート 5060 で SIP シグナリング メッセージをサポートしま

す。 このポートは、構成が可能です。 SIP サービスを許可するポリシーは簡単に作成するこ

とができ、他のトラフィック タイプと同様に、ソフトウェアが SIP シグナリング トラフィッ

クをフィルタリングして許可または拒否を行います。 ただし、メディア ストリームは、コー

ル中に何度か変更される可能性のある動的に割り当てられたポート番号を使用します。 固定さ

れたポートがない場合、メディア トラフィックを制御する静的なポリシーの作成は安全ではあ

りません。 この場合、デバイスは SIP ALG を呼び出します。 メディア セッションで使用さ

れるデバイスのトランスポート ポートは、事前に既知の状態になっていませんが、SIP ネゴシ

エーションで使用されるポートは既知（または事前定義済み）になっています。 ALG は、制御

セッションのパケットの関心部分を登録します。このパケットは、他のパケットと容易に区別

することができます。また、メディア セッションで使用されるトランスポート情報（IP アド

レスとポートの両方）を検索して、ネゴシエーションを検査します。

注: 一致するポート、トランスポート アドレス、およびプロトコル（ピンホールが

開かれたときに既知になっている何らかの情報）が特定されると、ピンホールが作

成されます。
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SIP ALG は SIP トランザクションを監視し、これらのトランザクションから取り出した情報に

基づいてピンホールを動的に作成および管理します。 Juniper Networks SIP ALG は、すべて

の SIP メソッドと応答をサポートしています。 SIP サービスを許可する静的ポリシーを作成

することによって、SIP トランザクションは、Juniper Networks のファイアウォールを通過で

きるようになります。 SIP トラフィックを検査するようにポリシーが構成されている場合（よ

り正確には、ポリシーが SIP ALG にトラフィックを送信して検査を行う場合）、実行できるア

クションは、トラフィックの許可（この場合、適切なピンホールが開かれます）、またはトラ

フィックの拒否に制限されます。

SIP ALG は SDP を含む SIP メッセージを代行受信し、ピンホールを作成するのに必要な情報

をパーサーを使用して抽出します。 SIP ALG はパケットの SDP 部分を調べ、パーサーは IP

アドレスやポート番号などの情報を抽出します。この情報は、SIP ALG がピンホール テーブル

に記録します。 SIP ALG は、ピンホール テーブルに記録された IP アドレスおよびポート番

号を使用してピンホールを開き、メディア ストリームによるデバイスの通過を許可します。

注: デバイスが NAT を実行している場合、ユーザー エージェントが使用するトラ

ンスポート アドレスは間違っています。 ALG は、NAT を実行するデバイスが割り

当てた、変換されたポートおよびアドレスに基づいてトランスポート アドレスを変

更します。 SDP が暗号化されている場合、デバイスは、メッセージの内容を抽出す

ることも変更することもできないため、トランスポート アドレスを修正できませ

ん。 このような状況に対処するため、STUN プロトコルが実装されています（この

場合、NAT デバイスは、何らかの形のコーン NAT を実行する必要があります）。

STUN プロトコルを使用することで、クライアントは変換されたアドレスを特定し、

新しく発見されたそれらのアドレスを SDP メッセージで使用することができます。

NEC SIP 製品は条件付きでサポートされます。

SDP セッション記述

SDP セッション記述は、マルチメディア セッションを発見し、それに参加するのに十分な情報

を伝達するための明確な形式です。 セッションは、1 行に1 つずつの属性/値ペアによって記

述されます。 属性名は 1 文字であり、後ろに「=」と値が続きます。 オプション値は「=*」

を使って指定します。 値は、ASCII 文字列、またはスペースで区切られた特定のタイプのシー

ケンスです。 属性名は、セッション、時間、メディア内など、関連する構文構造内でのみ他の

名前と重複しません。

注: SDP セッション記述では、メディア レベル情報は m= フィールドで始まりま

す。

SDP 記述のさまざまなフィールドの中には、SIP ALG に特に役立つものが 2 つあります。これ

は、トランスポート レイヤー情報を含むためです。

• c= 接続情報に使用

このフィールドは、セッション レベルまたはメディア レベルで、 以下の形式で表示されま

す。

c=<ネットワーク タイプ><アドレス タイプ><接続アドレス>
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現在 Junos OS がサポートするのは、ネットワーク タイプとしての「IN」（インターネット

の場合）、アドレス タイプとしての「IP4」、宛先（接続）IP アドレスとしてのユニキャス

ト IP アドレスまたはドメイン名のみです。

宛先 IP アドレスがユニキャスト IP アドレスである場合、SIP ALG はメディア記述フィー

ルド m= で指定された IP アドレスとポート番号を使用してピンホールを作成します。

• m= メディア通知に使用

このフィールドはメディア レベルで表示され、メディアの説明が含まれています。 以下の

形式で表示されます。

m=<メディア><ポート><トランスポート><fmt リスト>

現在 Junos OS でサポートしているのは、メディアとしての「audio」と、アプリケーション

レイヤー トランスポート プロトコルとしての「RTP」のみです。 ポート番号は、メディア

ストリームの宛先ポートを示します（起点はリモート ユーザー エージェントによって割り

当てられます）。 フォーマット リスト（fmt リスト）には、メディアが使用するアプリケー

ション レイヤー プロトコルに関する情報を記述します。

ソフトウェアは、RTP およびリアルタイム制御プロトコル（RTCP）に対してのみポートを開

きます。 すべての RTP セッションは、対応する RTCP セッションを持ちます。 したがっ

て、メディアストリームが RTP を使用する場合、SIP ALG は、常に RTP および RTCP トラ

フィックの両方に対してポートを確保（ピンホールを作成）する必要があります。 デフォル

トでは、RTCP のポート番号は RTP ポート番号よりも 1 つ大きい番号のポートです。

ピンホールの作成

RTP および RTCP トラフィックのピンホールは、どちらも同じ宛先 IP アドレスを共有します。

IP アドレスは、SDP セッション記述の c= フィールドから取得します。 c= フィールドは SDP

セッション記述のセッション レベル部分またはメディア レベル部分のいずれかに表示される

ため、次のルールに基づいて（SDP 規則に従って）パーサーが IP アドレスを決定します。

• まず SIP ALG パーサーは、メディア レベルに IP アドレスを含む c= フィールドが存在す

るかどうかを確認します。 フィールドが存在する場合はパーサーがその IP アドレスを抽出

し、SIP ALG がそのアドレスを使用してメディアのピンホールを作成します。

• メディア レベルに c= フィールドが存在しない場合は、SIP ALG パーサーがセッション レ

ベルの c= フィールドから IP アドレスを抽出し、SIP ALG がそのアドレスを使用してメディ

アのピンホールを作成します。 セッション記述のどちらのレベルにも c= フィールドが含ま

れない場合は、プロトコル スタックのエラーであるため、デバイスはパケットをドロップし

てイベントをログに記録します。

SIP ALG は、ピンホールを作成するために以下の情報を必要とします。 この情報は、デバイス

の SDP セッション記述とパラメータから得られます。

• プロトコル — UDP

• ソース IP — 不明

• ソース ポート — 不明

• 宛先 IP — パーサーがメディアまたはセッション レベルの c= フィールドから宛先 IP アド

レスを抽出します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.322

Junos OS セキュリティ構成ガイド



• 宛先ポート — パーサーがメディア レベルの m= フィールドから RTP の宛先ポート番号を抽

出し、次の式を使って RTCP の宛先ポート番号を算出します。

RTP ポート番号 + 1

• 有効期限 — この値は、ピンホールを開いてパケットを通過させることのできる時間の長さ

（秒単位）を示します。 パケットは、有効期限に達するまでにピンホールを通過する必要が

あります。 有効期限に達すると、SIP ALG はピンホールを削除します。

パケットが有効期限内にピンホールを通過すると、SIP ALG は、パケットが入ってきた方向

のピンホールをその直後に削除します。

323ページの図22 では、2 つの SIP クライアント間でのコール設定と、SIP ALG が RTP およ

び RTCP トラフィックを許可するピンホールを作成する方法について説明します。 この図で

は、デバイスが SIP を許可するポリシーを持ち、SIP シグナリング メッセージ用のポート

5060 を開くことを前提としています。

図 22: SIP ALG コール設定

注: 宛先 IP アドレスが、セッションが保留中であることを示す 0.0.0.0 の場合、

SIP ALG は RTP および RTCP トラフィックに対するピンホールを作成しません た

とえば、電話通信中にセッションを保留状態にするには、ユーザー A からユーザー

B に宛先 IP アドレスが 0.0.0.0 である SIP メッセージを送信します。 これに

よって、新しい通知が来るまでメディアを一切送信してはいけないことがユーザー

B に示されます。 それでもユーザー B がメディアを送信した場合、デバイスはそ

のパケットを破棄します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 324ページのSIP ALG 要求メソッドについて

• 333ページのSIP ALG および NAT について

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

SIP ALG 要求メソッドについて

セッション開始プロトコル（SIP）トランザクション モデルには、いくつかの要求メッセージ

や応答メッセージが含まれており、各メッセージにはその要求の目的を示す method フィール

ドが含まれています。

Junos OS は、以下のメソッド タイプと応答コードをサポートしています。

• INVITE — ユーザーが他のユーザーにセッションへの参加を勧誘するために、INVITE 要求を

送信します。 INVITE 要求のボディには、セッションの記述を含めることができます。

• ACK — INVITE の作成元のユーザーは ACK 要求を送信することで、INVITE 要求に対する最終

応答の受信を確認します。 元の INVITE 要求にセッション記述が含まれていない場合は、ACK

要求にセッション要求が含まれている必要があります。

• OPTIONS — ユーザー エージェント（UA）は、SIP プロキシの機能に関する情報を取得しま

す。 サーバーは、自身がサポートするメソッド、セッション記述プロトコル、およびメッ

セージ符号化に関する情報とともに応答します。

• BYE — ユーザーが BYE 要求を送信し、セッションを破棄します。 ユーザーのいずれか 1 人

が BYE 要求を送信すると、セッションが自動的に終了します。

• CANCEL — ユーザーが CANCEL 要求を送信し、承認待ちの INVITE 要求をキャンセルします。

INVITE を処理する SIP サーバーが CANCEL を受信する前に INVITE に対する最終応答を送

信した場合、CANCEL 要求は無効となります。

• REGISTER — ユーザーは REGISTER 要求を SIP registrar サーバーに送信し、現在の場所を

通知します。 SIP registrar サーバーは REGISTER 要求で受信したすべての情報を記録し、

ユーザーを特定する任意の SIP サーバーがこの情報を利用できるようにします。

• Info — コールのシグナリング パスを経由する中間セッション シグナリング情報の通信に使

用されます。

• Subscribe — リモート ノードから現在の状態と状態の更新を要求するために使用されます。

• Notify — 加入者に、加入しているサービスの状態が変更されたことを通知します。

• Refer — Request-URL によって識別された受信者に、要求で提供されているサードパーティ

の連絡先情報を紹介します。

たとえば、プライベート ネットワーク内のユーザー A が、同じプライベート ネットワーク

内のユーザー C をパブリック ネットワーク内のユーザー B に紹介すると、SIP アプリケー

ション レイヤー ゲートウェイ（ALG）がユーザー C に新規の IP アドレスとポート番号を

割り当て、ユーザー C はユーザー B との連絡が可能になります。 ただし、ユーザー C が

registrar に登録されると、ユーザー C のポート マッピングは ALG ネットワーク アドレ

ス変換（NAT）テーブルに保存され、変換の実行に再利用されます。
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• Update — 新規または更新された SDP 情報に対してピンホールを開くために使用されます。

Via:、From:、To:、Call-ID:、Contact:、Route:、および Record-Route: の各ヘッダー

フィールドが変更されます。

• 1xx, 202, 2xx, 3xx, 4xx, 5xx, 6xx Response Codes — トランザクションの状態を示すため

に使用されます。 ヘッダー フィールドが変更されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 319ページのSIP ALG について

SIP ALG 構成の概要

セッション開始プロトコル アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（SIP ALG）は、デバイ

スではデフォルトで有効になっています。有効にするために、特にアクションは必要ありませ

ん。 ただし、以下の手順に従うことで、SIP ALG の動作を微調整できます。

1. SIP コール アクティビティを制御します。 手順については、327ページの「「例: SIP ALG

コールの継続時間およびタイムアウトの設定」」を参照してください。

2. SIP プロキシ サーバーをサービス拒否（DoS）フラッド攻撃から保護します。 手順につい

ては、329ページの「「SIP ALG DoS 攻撃保護の構成」」を参照してください。

3. セッションがネットワーク アドレス変換（NAT）モードおよびルート モードの場合は、不

明なメッセージの通過を有効にします。 手順については、330ページの「「例: SIP ALG の

不明なメッセージ タイプの許可」」を参照してください。

4. 独自の SIP コール フローに対応します。 手順については、以下のトピックを参照してく

ださい。

• 332ページのSIP ALG 保留リソースの保持（J-Web での手順）

• 333ページのSIP ALG 保留リソースの保持（CLI での手順）

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 319ページのSIP ALG について

• 333ページのSIP ALG および NAT について

• 372ページのSIP ALG 構成の確認

SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウト

• SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて 326ページ

• 例: SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトの設定 327ページ
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SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

コールの継続時間機能およびタイムアウト機能は、セッション開始プロトコル（SIP）のコール

アクティビティを制御し、ネットワーク リソースの管理に役立ちます。

通常は、いずれかのクライアントが BYE 要求または CANCEL 要求を送信するとコールが終了し

ます。 SIP アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）は BYE 要求または CANCEL 要求

を代行受信し、そのコールのメディア セッションすべてを削除します。 クライアントが BYE

要求または CANCEL 要求を送信するのを阻止すると、電源障害などの原因や問題になることが

あります。 この例では、コールが無限に継続して、デバイスのリソースが消費されるおそれが

あります。

コールは、1 つ以上の音声チャネルを持ちます。 各音声チャネルは 2 つのセッション（また

は 2 つのメディア ストリーム）を持ち、1 つはリアルタイム トランスポート プロトコル

（RTP）のトラフィック用で、もう 1 つはリアルタイム制御プロトコル（RTCP）のシグナリン

グ用です。 デバイスはセッションを管理する際に、各音声チャネルにあるセッションを 1 つ

のグループとみなします。 タイムアウト設定およびコールの継続時間設定は、各セッションで

はなくグループに適用されます。

SIP コール アクティビティは、以下のパラメータが管理します。

• inactive-media-timeout — このパラメータでは、グループ内のメディア（RTP または RTCP）

トラフィックなしでコールがアクティブな状態を持続できる最大時間（秒単位）を示します。

このタイムアウトは、コール内で RTP または RTCP パケットが発生するたびにリセットされ

ます。 非アクティブな期間がこの設定を超過すると、SIP ALG がメディアに対して開いた

ファイアウォールの一時的な穴（ピンホール）が閉じられます。 デフォルト設定は 120 秒

で、範囲は 10 ～ 2550 秒です。 タイムアウト時は、メディアのためのリソース（セッショ

ンとピンホール）は削除されますが、コールは終了されないことに注意してください。

• maximum-call-duration — このパラメータでは、コールの絶対最大長を設定します。 コール

がこのパラメータ設定を超過すると、SIP ALG はコールをティアダウンし、メディア セッ

ションを解放します。 デフォルト設定は 43200 秒で、範囲は 180 ～ 432000 秒です。

• t1-interval — このパラメータでは、エンドポイント間のトランザクションの往復時間推定値

を秒単位で指定します。 デフォルトは 500 ミリ秒です。 RFC 3261 で説明されているよう

に、多くの SIP タイマーは t1-interval に比例するので、t1-interval タイマーの値を変

更すると、それらの SIP タイマーも調整されます。

• t4-interval — このパラメータでは、メッセージがネットワークにとどまる最大時間を指定し

ます。 デフォルトは 5 秒で、範囲は 5 ～ 10 秒です。 RFC 3261 で説明されているよう

に、多くの SIP タイマーは t4-interval に比例するので、t4-interval タイマーの値を変

更すると、それらの SIP タイマーも調整されます。

• c-timeout — このパラメータでは、プロキシでの INVITE トランザクション タイムアウトを

分単位で指定します。デフォルトは 3 です。 SIP ALG は中間にあるので、INVITE トランザ

クション タイマー値 B（(64 * T1) = 32 秒）を使用せずに、プロキシからそのタイマー値

を取得します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 319ページのSIP ALG について
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• 325ページのSIP ALG 構成の概要

• 327ページの例: SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトの設定

例: SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトの設定

この例では、コールの継続時間とメディアの非アクティブ タイムアウトを設定する方法を示し

ます。

要件

始める前に、SIP コール アクティビティの制御に使用されるコールの継続時間機能とタイムア

ウト機能について確認しておきます。 326ページの「「SIP ALG コールの継続時間およびタイム

アウトについて」」を参照してください。

概要

コールの継続時間機能および非アクティブによるメディア タイムアウト機能は、ネットワーク

リソースを節約し、スループットを最大化するのに役立ちます。

maximum-call-duration パラメータでは、コールがアクティブでいられる最大許容時間を設定し

ます。 この期間を超過すると、SIP ALG はコールをティアダウンし、メディア セッションを

解放します。 また、この設定は、コールが適切に終了しなかった場合にも帯域幅を解放しま

す。

inactive-media-timeout パラメータでは、グループ内のメディア（RTP または RTPC）トラフィッ

クなしでコールがアクティブな状態を持続できる最大時間（秒単位）を示します。 このタイム

アウトは、コール内で RTP または RTCP パケットが発生するたびにリセットされます。 非ア

クティブな期間がこの設定を超過すると、SIP ALG がメディアに対して開いたファイアウォー

ルの一時的な穴（ピンホール）が閉じられます。 デフォルト設定は 120 秒で、範囲は 10 ～

2550 秒です。 タイムアウト時は、メディアのためのリソース（セッションとピンホール）は

削除されますが、コールは終了されません。

この例では、コールの継続時間は 180000 秒に、メディアの非アクティブ タイムアウトは 90

秒に設定します。

構成

J-Web 簡単構成 SIP ALG コールの継続時間とメディアの非アクティブ タイムアウトを設定するには、以下の手

順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [SIP] タブを選択します。

3. [Maximum call duration]（コールの最大継続時間）フィールドに、3000 と入力します。

4. [Inactive media timeout]（非アクティブなメディアのタイムアウト）フィールドに、90

と入力します。

5. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

6. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。
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ステップごとの手順 SIP ALG コールの継続時間とメディアの非アクティブ タイムアウトを設定するには、以下の手

順に従います。

1. SIP ALG コールの継続時間を構成します。

[edit]

user@host# set security alg sip maximum-call-duration 3000

2. SIP ALG の非アクティブなメディアのタイムアウトを構成します。

[edit]

user@host# set security alg sip inactive-media-timeout 90

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg sip コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

• 372ページのSIP ALG 構成の確認

SIP ALG DoS 攻撃保護

• SIP ALG DoS 攻撃保護について 328ページ

• 例: SIP ALG DoS 攻撃保護の構成 329ページ

SIP ALG DoS 攻撃保護について

セッション開始プロトコル（SIP）プロキシ サーバーがコールを処理する能力は、繰り返し行

われる SIP INVITE 要求（最初に拒否した要求）による影響を受ける場合があります。 サービ

ス拒否（DoS）保護機能を使用することで、INVITE 要求とそれに応答するプロキシ サーバーを

監視するようにデバイスを構成できます。 応答に 3xx, 4xx、または 5xx の応答コード（341

ページの「SIP 応答のクラス」を参照）が含まれている場合、ALG によって、要求のソース IP

アドレスとプロキシ サーバーの IP アドレスがテーブルに保存されます。 その後、デバイス

がこのテーブルを照合してすべての INVITE 要求をチェックし、設定可能な秒数（デフォルト

は 3）の間、テーブル内のエントリに一致するパケットをすべて破棄します。 デバイスは、す

べてのプロキシ サーバーへの繰り返し INVITE 要求を監視し、拒否するように構成できます。

また、宛先 IP アドレスを指定して特定のプロキシ サーバーを保護することもできます。 SIP

攻撃保護はグローバルに構成されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 319ページのSIP ALG について

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

• 329ページの例: SIP ALG DoS 攻撃保護の構成
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例: SIP ALG DoS 攻撃保護の構成

この例では、DoS 攻撃保護機能を構成する方法を示します。

要件

始める前に、SIP コール アクティビティの制御に使用する DoS 攻撃保護機能について確認し

ます。 328ページの「「SIP ALG DoS 攻撃保護について」」を参照してください。

概要

SIP プロキシ サーバーがコールを処理する能力は、繰り返し行われる SIP INVITE 要求（サー

バーが最初に拒否した要求）による影響を受ける場合があります。 DoS 保護機能を使用するこ

とで、INVITE 要求とそれに応答するプロキシ サーバーを監視するようにデバイスを構成でき

ます。

次の例では、すでに拒否されているサービスへの INVITE 要求を繰り返す攻撃から単一の SIP

プロキシ サーバー（1.1.1.3）を保護するようにデバイスを構成します。 パケットは 5 秒間

ドロップされます。その後デバイスは、これらのソースからの INVITE 要求の転送を再開しま

す。

構成

J-Web 簡単構成 SIP ALG DoS 攻撃保護を構成するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [SIP] タブを選択します。

3. [Enable attack protection]（攻撃保護の有効化）領域で、[Selected servers]（選択され

たサーバー）オプションをクリックします。

4. [Destination IP]（宛先 IP）ボックスに 1.1.1.3 と入力し、[Add]（追加）をクリックしま

す。

5. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

6. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 SIP ALG DoS 攻撃保護を構成するには、以下の手順に従います。

1. 単一の SIP プロキシ サーバーを保護するようにデバイスを構成します。

[edit]

user@host# set security alg sip application-screen protect deny destination-ip 1.1.1.3

2. デバイスに拒否タイムアウト期間を設定します。

[edit]

user@host# set security alg sip application-screen protect deny timeout 5

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg sip コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

• 372ページのSIP ALG 構成の確認

SIP ALG の不明なメッセージ タイプ

• SIP ALG の不明なメッセージ タイプについて 330ページ

• 例: SIP ALG の不明なメッセージ タイプの許可 330ページ

SIP ALG の不明なメッセージ タイプについて

この機能を使用することで、デバイスが不明なセッション開始プロトコル（SIP）メッセージを

処理する方法を指定できます。 デフォルトでは、不明な（サポートされていない）メッセージ

はドロップされます。

セキュリティを脅かす可能性があるため、不明なメッセージを許可することはお勧めしません。

ただし、セキュア テストや本番環境では、異なるベンダー装置間の相互運用性の問題を解決す

るために、このコマンドが便利な場合があります。 不明な SIP メッセージを許可することで、

ネットワークの動作を把握することができるため、後で音声 IP 化（VoIP）トラフィックを分

析して、一部のメッセージがドロップされる理由を特定することができます。 不明な SIP メッ

セージ タイプの機能を使用することにより、ネットワーク アドレス変換（NAT）モードおよび

ルート モードの両方で、デバイスが、不明なメッセージ タイプを含む SIP トラフィックを受

け入れるように構成することができます。

注: このオプションは、サポート対象の VoIP パケットとして識別された受信パケッ

トにのみ適用されます。 パケットを識別できない場合は、常にドロップされます。

パケットがサポート対象のプロトコルとして識別され、不明なメッセージ タイプを

許可するようにデバイスを構成している場合、そのメッセージは、処理されずに転

送されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 319ページのSIP ALG について

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

• 330ページの例: SIP ALG の不明なメッセージ タイプの許可

例: SIP ALG の不明なメッセージ タイプの許可

この例では、不明なメッセージ タイプを許可する方法を示します。
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要件

始める前に、デバイスが不明な SIP メッセージを処理する方法を確認します。 330ページの

「「SIP ALG の不明なメッセージ タイプについて」」を参照してください。

概要

この例では、NAT モードとルート モードの両方で、SIP トラフィックの未知のメッセージ タ

イプを許可するようデバイスを設定します。 デフォルトでは、不明な（サポートされていな

い）メッセージはドロップされます。

構成

J-Web 簡単構成 不明な SIP ALG メッセージ タイプを許可するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [SIP] タブを選択します。

3. [Enable Permit NAT applied]（NAT 適用の許可を有効にする） チェック ボックスを選択

します。

4. [Enable Permit routed]（ルーティングの許可を有効にする） チェック ボックスを選択し

ます。

5. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

6. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 不明な SIP ALG メッセージ タイプを許可するには、以下の手順に従います。

1. SIP トラフィックで不明なメッセージ タイプを許可するようにデバイスを構成します。

[edit]

user@host# set security alg sip application-screen unknown-message permit-nat-applied

permit-routed

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg sip コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

• 372ページのSIP ALG 構成の確認
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SIP ALG 保留リソース

• SIP ALG 保留リソースについて 332ページ

• SIP ALG 保留リソースの保持（J-Web での手順） 332ページ

• SIP ALG 保留リソースの保持（CLI での手順） 333ページ

SIP ALG 保留リソースについて

ユーザーがコールを保留すると、セッション開始プロトコル アプリケーション レイヤー ゲー

トウェイ（SIP ALG）は、ピンホールや変換コンテキストなどのセッション記述プロトコル（SDP）

メディア リソースを解放します。 ユーザーがコールを再開すると、INVITE 要求メッセージ

が、新しい SDP オファーおよび応答をネゴシエートし、SIP ALG は、メディア ストリーム用

のリソースを再び割り当てます。 そのため、メディア記述が前の記述と同じ場合でも、メディ

ア記述の変換後の IP アドレスおよびポート番号が新しくなる場合があります。 これは、 RFC

3264 An Offer/Answer Model with the Session Description Protocol (SDP)に準拠していま

す。

独自の SIP 実装の中には、ユーザー エージェント（UA）モジュールが新しい SDP INVITE オ

ファーを無視し、前のネゴシエーションの SDP オファーを使用し続けるように、コールのフ

ローを設計しているものもあります。 この機能に対応するには、コールが保留されたときに

SDP メディア リソースを保持するようデバイスを設定し、コールの再開時に再利用できるよう

にする必要があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 319ページのSIP ALG について

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

• 332ページのSIP ALG 保留リソースの保持（J-Web での手順）

• 333ページのSIP ALG 保留リソースの保持（CLI での手順）

SIP ALG 保留リソースの保持（J-Web での手順）

独自の SIP コール フローに対応するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [SIP] タブを選択します。

3. [Enable retail hold resource]（保留リソースの保持を有効にする）チェックボックスを

選択します。

4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存したら、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 332ページのSIP ALG 保留リソースについて

• 325ページのSIP ALG 構成の概要
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• 333ページのSIP ALG 保留リソースの保持（CLI での手順）

• 372ページのSIP ALG 構成の確認

SIP ALG 保留リソースの保持（CLI での手順）

独自の SIP コール フローに対応するには、以下の手順に従います。

user@host# set security alg sip retain-hold-resource

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 332ページのSIP ALG 保留リソースについて

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

• 332ページのSIP ALG 保留リソースの保持（J-Web での手順）

• 372ページのSIP ALG 構成の確認

SIP ALG および NAT

• SIP ALG および NAT について 333ページ

• SIP Registrar および NAT を使用する受信 SIP コールのサポートについて 342ページ

• 例: 受信 SIP コールに対するインターフェース ソース NAT の構成 343ページ

• 例: 受信 SIP コールに対するソース NAT プールの構成 348ページ

• 例: 受信 SIP コールに対する静的 NAT の構成 354ページ

• 例: プライベート ゾーンおよびパブリック ゾーンの NAT における SIP プロキシの構

成 359ページ

• 例: 3 ゾーン SIP ALG および NAT シナリオの構成 365ページ

SIP ALG および NAT について

ネットワーク アドレス変換（NAT）プロトコルにより、プライベート サブネット内の複数のホ

ストを使用できます。これにより、単一のパブリック IP アドレスを共有してインターネット

にアクセスできます。 発信トラフィックについては、NAT はプライベート サブネット内のホ

ストのプライベート IP アドレスをパブリック IP アドレスに置き換えます。 受信トラフィッ

クについては、パブリック IP アドレスが変換されて、プライベート サブネット内の適切なホ

ストにルーティングされたプライベート アドレスとメッセージに戻されます。

セッション開始プロトコル（SIP）サービスと連携して NAT を使用すると、 SIP メッセージに

は、SIP ボディ内にだけでなく SIP ヘッダー内にも IP アドレスが含まれるため、複雑になり

ます。 SIP サービスと連携して NAT を使用した場合、SIP ヘッダーには呼び出し側と受信側

に関する情報が含まれます。デバイスは、この情報を変換して、外部ネットワークから隠しま

す。 SIP ボディにはセッション記述プロトコル（SDP）情報が含まれています。この情報には、

メディア伝送に使用する IP アドレスとポート番号が含まれています。 デバイスは、リソース

を割り当ててメディアの送信および受信を可能にするために、SDP 情報を変換します。

SIP メッセージ内の IP アドレスとポート番号の置換方法は、メッセージの方向によって異な

ります。 出力メッセージの場合は、クライアントのプライベート IP アドレスとポート番号
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が、Juniper Networks ファイアウォールのパブリック IP アドレスとポート番号に置き換えら

れます。 受信メッセージの場合は、NetScreen ファイアウォールのパブリック IP アドレス

が、クライアントのプライベート アドレスに置き換えられます。

INVITE メッセージをファイアウォール経由で外部に送信する場合、SIP アプリケーション レ

イヤー ゲートウェイ（ALG）はメッセージ ヘッダーからの情報をコール テーブルに収集しま

す。コール テーブルは、以降のメッセージを正しいエンドポイントへ転送するために使用され

ます。 新しいメッセージ、たとえば ACK や 200 OK が到着すると、ALG は「From:」、「To:」、

および「Call-ID:」フィールドをコール テーブルと比較して、メッセージのコール コンテキ

ストを識別します。 到着した新しい INVITE メッセージが既存のコールと一致する場合、ALG

はこのメッセージを REINVITE として処理します。

SDP 情報を含むメッセージが到着すると、ALG はポートを割り当てて、割り当てられたポート

と SDP のポートとをマッピングする NAT を作成します。 SDP には、リアルタイム トランス

ポート プロトコル（RTP）チャネルとリアルタイム制御プロトコル（RTCP）チャネルに対する

連続したポート番号が必要であるため、ALG は連続した偶数/奇数のポート番号を提供します。

ポート番号のペアが見つからない場合、SIP メッセージは破棄されます。

このトピックには以下のセクションがあります。

• 発信コール 334ページ

• 受信コール 335ページ

• 転送されたコール 335ページ

• コールの終了 335ページ

• コールの Re-INVITE メッセージ 335ページ

• コール セッション タイマー 336ページ

• コールのキャンセル 336ページ

• フォーク 336ページ

• SIP メッセージ 336ページ

• SIP ヘッダー 337ページ

• SIP ボディ 339ページ

• SIP NAT のシナリオ 339ページ

• SIP 応答のクラス 341ページ

発信コール

内部のネットワークから外部のネットワークへ向かう SIP 要求メッセージによって SIP コー

ルが開始されると、NAT は SDP の IP アドレスとポート番号を置換し、その IP アドレスと

ポート番号を Juniper Networks ファイアウォールにバインドします。 Via、Contact、Route、

および Record-Route の各 SIP ヘッダー フィールドにアドレスがある場合は、それらもファ

イアウォール IP アドレスにバインドされます。 これらのマッピングは保存されて、再伝送お

よび SIP 応答メッセージに使用されます。

次に SIP ALG がファイアウォールにピンホールを開けて、メディアのデバイス通過を許可しま

す。このデバイスに動的に割り当てられているポート番号は、SDP にある情報と、Via、Contact、

および Record-Route ヘッダー フィールドにある情報に基づいてネゴシエートされたポート番

号です。 また、ピンホールは、Contact、Via、および Record-Route にある IP アドレスおよ
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びポートへの受信パケットの到達も許可します。 ALG は返信トラフィックを処理する際に、元

の Contact、Via、Route、および Record-Route の各 SIP フィールドをパケットに挿入しま

す。

受信コール

受信コールはパブリック ネットワークからパブリックの静的 NAT アドレスへ、またはデバイ

ス上のインターフェース IP アドレスに向けて開始されます。 静的 NAT は、内部ホストを指

す静的に構成された IP アドレスです。インターフェース IP アドレスについては、ALG が内

部ホストから SIP Registrar に送信される REGISTER メッセージを監視しながら、動的に記録

します。 デバイスが SIP 受信パケットを受信すると、セッションを設定してパケットのペイ

ロードを SIP ALG に転送します。

ALG が SIP 要求メッセージ（最初は INVITE から）を調べ、SDP 内の情報に基づいて、発信す

るメディアのゲートを開きます。 200 OK 応答メッセージが到着すると、SIP ALG は IP アド

レスとポートに対して NAT を実行し、アウトバウンド方向にピンホールを開きます （開かれ

たゲートの生存時間（TTL）は短いため、すぐに 200 OK 応答メッセージを受信しないとタイム

アウトになります）。

200 OK 応答メッセージが到着すると、SIP プロキシは SDP 情報を調べ、各メディア セッショ

ンに対する IP アドレスとポート番号を読み込みます。 デバイス上の SIP ALG は、アドレス

とポート番号に対して NAT を実行し、アウトバウンド トラフック用にピンホールを開いて、

インバウンド方向のゲートのタイムアウトを更新します。

また、200 OK に対する ACK が到着すると、SIP ALG も通過させます。 メッセージに SDP 情

報が含まれている場合、SIP ALG は、IP アドレスとポート番号が以前の INVITE から変更され

ていないかどうかを確認します。変更されている場合、ALG は古いピンホールを削除してから

新しいピンホールを作成し、メディアの通過を許可します。 また、ALG は Via、Contact、お

よび Record-Route の各 SIP フィールドも監視し、これらのフィールドが変更されていること

が確認された場合は新しくピンホールを開きます。

転送されたコール

転送されたコールは、たとえば、ネットワーク外部にいるユーザー A がネットワーク内部にい

るユーザー B を呼び出し、ユーザー B がネットワーク外部にいるユーザー C にそのコールを

転送すると発生します。 SIP ALG は、ユーザー A からの INVITE を、通常の受信コールとし

て処理します。 ただし、ユーザー B からネットワーク外部のユーザー C に転送されたコール

を調べ、同じインターフェースを使用して B と C に到達することが判明した場合、メディア

は A と C 間では直接やり取りされないため、ファイアウォールにピンホールを開きません。

コールの終了

コールは、BYE メッセージによって終了します。 デバイスは、BYE メッセージを受信すると、

他のメッセージの場合と同様にヘッダー部を変換します。 ただし、BYE メッセージは受信側が

200 OKで確認応答する必要があるため、ALG は、200 OK の送信の時間を考慮して、コールの

ティアダウンを 5 秒間遅らせます。

コールの Re-INVITE メッセージ

Re-INVITE メッセージは、コールに新規メディア セッションを追加したり、既存のメディア

セッションを削除したりします。 新規のメディア セッションがコールに追加されると、ファ

イアウォールに新しいピンホールが開かれ、新しいアドレス バインディングが作成されます。

このプロセスは、元のコールの設定と同じです。 1 つ以上のメディア セッションがコールか
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ら削除されるとピンホールが閉じて、BYE メッセージの場合と同様にアドレス バインディング

が解放されます。

コール セッション タイマー

SIP ALG は Session-Expires 値を使用して、Re-INVITE メッセージや UPDATE メッセージが受

信されない場合にセッションをタイムアウトします。 Session-Expires 値が存在する場合は、

INVITE への 200 OK 応答からこの値を取得して、シグナリング タイムアウトに使用します。

セッションがタイムアウトする前に別の INVITE を受信した場合は、すべてのタイムアウト値

がこの INVITE またはデフォルト値にリセットされ、プロセスが繰り返されます。

予防手段として、SIP ALG はハード タイムアウト値を使用して、コールが存在できる最大経過

時間を設定します。 これによって、以下のいずれかのイベントが発生した場合でもデバイスは

保護されます。

• コール中にエンド システムがクラッシュして、BYE メッセージが受信されない。

• 悪意のあるユーザーが SIP ALG を攻撃しようとして、BYE が送信されない。

• SIP プロキシの実装が不十分で Record-Route が処理されず、BYE メッセージが送信されな

い。

• ネットワークに障害が発生して、BYE メッセージが受信されない。

コールのキャンセル

CANCEL メッセージを送信することで、どちら側からでもコールをキャンセルできます。 SIP

ALG は、CANCEL メッセージを受信すると、ファイアウォールに開いているピンホールがあれば

閉じて、アドレス バインディングを解放します。 SIP ALG は、リソースが解放される前に制

御チャネルのエージアウトを約 5 秒間遅延して、最後の 200 OK が通過できるようにします。

5 秒間のタイムアウトを過ぎると、到着する応答が 487 であっても 200 以外であっても、コー

ルは終了します。

フォーク

フォークによって、SIP プロキシは、複数の宛先に対して同時に単一の INVITE メッセージを

送信できます。 単一のコールに対して複数の 200 OK 応答メッセージが到着すると、SIP ALG

が解析を行いますが、コール情報の更新には最初に受信した 200 OK メッセージが使用されま

す。

SIP メッセージ

SIP メッセージ形式は、SIP ヘッダー セクションと SIP ボディで構成されています。 要求

メッセージの場合、ヘッダー セクションの最初の行は要求行です。この行には、メソッド タ

イプ、Request-URI、およびプロトコル バージョンが含まれています。 応答メッセージの場

合、最初の行はステータス行であり、ステータス コードが含まれています。 SIP ヘッダーに

は、シグナリングに使用する IP アドレスとポート番号が含まれています。 SIP ボディとヘッ

ダー セクションは 1 行の空白で区切られています。SIP ボディには、オプションでのセッショ

ン記述情報用に行が確保されています。 現在、Junos OS は SDP だけをサポートしています。

SIP ボディには、メディアの転送に使用する IP アドレスとポート番号が含まれています。
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SIP ヘッダー

以下の SIP 要求メッセージのサンプルでは、NAT によってヘッダー フィールドにある IP ア

ドレスが置換され、外部ネットワークに対してこの情報が隠されます。

INVITE bob@10.150.20.5 SIP/2.0

Via: SIP/2.0/UDP 10.150.20.3:5434

From: alice@10.150.20.3

To: bob@10.150.20.5

Call-ID: a12abcde@10.150.20.3

Contact: alice@10.150.20.3:5434

Route: <sip:netscreen@10.150.20.3:5060>

Record-Route: <sip:netscreen@10.150.20.3:5060>

IP アドレス変換の方法は、メッセージのタイプと方向によって決まります。 メッセージは、

以下のいずれかです。

• インバウンド要求

• アウトバウンド応答

• アウトバウンド要求

• インバウンド応答

337ページの表32 は、メッセージのタイプ別に NAT の実行方法を示したものです。 いくつかの

ヘッダー フィールドについては、メッセージの発信元がネットワークの内部であるか外部であ

るか以外のことについても ALG 側で判断します。 また、どのクライアントがコールを開始し

たか、メッセージが要求または応答のどちらかであるかについても判断します。

表32: NAT テーブルを使用した要求メッセージ

ドメインをローカル アドレスに置換To:インバウンド要求

（パブリック ネットワー

クからプライベート ネッ

トワークへ）

なしFrom:

なしCall-ID:

なしVia:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Request-URI:

なしContact:

なしRecord-Route:

なしRoute:
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表32: NAT テーブルを使用した要求メッセージ （続き）

ALG アドレスをローカル アドレスに置換To:アウトバウンド応答

（プライベート ネット

ワークからパブリック

ネットワークへ）

なしFrom:

なしCall-ID:

なしVia:

該当なしRequest-URI:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Contact:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Record-Route:

なしRoute:

なしTo:アウトバウンド要求

（プライベート ネット

ワークからパブリック

ネットワークへ）

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換From:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Call-ID:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Via:

なしRequest-URI:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Contact:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Record-Route:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Route:

なしTo:アウトバウンド応答

（パブリック ネットワー

クからプライベート ネッ

トワークへ）

ALG アドレスをローカル アドレスに置換From:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Call-ID:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Via:

該当なしRequest-URI:

なしContact:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Record-Route:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Route:
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SIP ボディ

SIP ボディ内の SDP 情報には、ALG がメディア ストリームのチャネルを作成する際に使用す

る IP アドレスが含まれています。 また、SDP セクションの変換によって、リソース、つまり

メディアを送受信するポート番号も割り当てられます。

以下の例は、サンプル SDP セクションの一部であり、リソースを割り当てるために変換される

フィールドです。

o=user 2344234 55234434 IN IP4 10.150.20.3

c=IN IP4 10.150.20.3

m=audio 43249 RTP/AVP 0

SIP メッセージには、複数のメディア ストリームを入れることができます。 概念的には、複

数のファイルを添付する電子メール メッセージに類似しています。 たとえば、SIP クライア

ントから SIP サーバーに送信される INVITE メッセージには、以下のようなフィールドがあり

ます。

c=IN IP4 10.123.33.4

m=audio 33445 RTP/AVP 0

c=IN IP4 10.123.33.4

m=audio 33447 RTP/AVP 0

c=IN IP4 10.123.33.4

m=audio 33449 RTP/AVP 0

Junos OS は、最大で 6 つの SDP チャネルをサポートします。チャネルは各方向についてネゴ

シエートされるため、各コールにつき合計で 12 チャネルがサポートされます。 詳細について

は、321ページの「SDP セッション記述」を参照してください。

SIP NAT のシナリオ

340ページの図23 および 340ページの図24 は、SIP コールの INVITE および 200 OK を示した

ものです。 340ページの図23 では、ph1 が ph2 に SIP INVITE メッセージを送信します。 太

字で示されたヘッダー フィールド内の IP アドレスが、デバイスによって変換される様子を確

認してください。

INVITE メッセージの SDP セクションには、呼び出し側がメディアを受信する場所が示されて

います。 Media ピンホールには、RTCP と RTP についてそれぞれ 2 つのポート番号 52002 と

52003 が割り当てられています。 Via/Contact ピンホールでは、SIP シグナリングを行うため

のポート番号 5060 が提供されます。

340ページの図24 の応答メッセージ 200 OK では、INVITE メッセージで実行される逆方向の変

換について確認してください。 このメッセージにあるパブリック IP アドレスは変換されませ

ん。ただし、ゲートは開かれているため、メディア ストリームがプライベート ネットワーク

にアクセスできます。
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図 23: SIP NAT のシナリオ 1

図 24: SIP NAT のシナリオ 2
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SIP 応答のクラス

SIP 応答は SIP トランザクションのステータス情報を提供し、応答コードとリーズン フレー

ズを含んでいます。 SIP 応答は、次のクラスにグループ化されています。

• 通知（100 ～ 199） — 要求の受信、要求処理の継続

• 成功（200 ～ 299） — アクションの受信、解釈、承認が正常に行われた

• 転送（300 ～ 399） — 要求を完了するにはさらにアクションを起こす必要がある

• クライアント エラー（400 ～ 499） — 要求が不正な構文を含む、またはこのサーバーでは

実行できない

• サーバー エラー（500 ～ 599） — サーバーが明らかに有効な要求の実行に失敗した

• グローバル エラー（600 ～ 699） — 要求がどのサーバーでも実行できない

341ページの表33 は、現在の SIP 応答の完全なリストを示したものです。

表33: SIP 応答

181 コールが転送されている180 呼び出し中100 試行中通知

183 セッションの進捗状況182 キューに入れられた

202 承認された200 OK成功

302 一時的に移動した301 恒久的に移動した300 複数の選択肢がある転送

380 代替サービス305 プロキシを使用せよ

402 料金支払いが必要401 認可されていない400 不正な要求クライアント エラー

405 メソッドが許可されていな

い

404 見つからない403 禁止

408 リクエストがタイムアウト

した

407 プロキシ認証が必要406 受け入れ不能

411 長さが必要410 リソースがもう存在しない409 競合する

415 サポートされていないメ

ディア タイプ

414 要求 URL が長すぎる413 要求のエンティティが大き

すぎる

481 コールまたはトランザク

ションが存在しない

480 一時的に利用不可420 不正な拡張

484 アドレスが不完全483 ホップが多すぎる482 ループが検知された

487 要求をキャンセル486 ここはビジー485 不明瞭

488 ここでは受け入れ不能
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表33: SIP 応答 （続き）

502 不正なゲートウェイ501 実装されていない500 サーバー内部エラーサーバー エラー

505 サポートされていない SIP

バージョン

504 ゲートウェイ タイムアウト502 サービスを利用できない

604 どこにも存在しない603 拒否600 どの場所もビジーグローバル エラー

606 受け入れ不能

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 319ページのSIP ALG について

• 342ページのSIP Registrar および NAT を使用する受信 SIP コールのサポートについて

• 343ページの例: 受信 SIP コールに対するインターフェース ソース NAT の構成

• 348ページの例: 受信 SIP コールに対するソース NAT プールの構成

• 354ページの例: 受信 SIP コールに対する静的 NAT の構成

• 359ページの例: プライベート ゾーンおよびパブリック ゾーンの NAT における SIP プロキ

シの構成

• 365ページの例: 3 ゾーン SIP ALG および NAT シナリオの構成

SIP Registrar および NAT を使用する受信 SIP コールのサポートについて

セッション開始プロトコル（SIP）登録によって、検出機能が提供されます。この検出機能に

よって、SIP プロキシとロケーション サーバー側で、ユーザーが連絡しようとする場所を識別

できます。 ユーザーは、Registrar に REGISTER メッセージを送信して、1 つ以上の場所を登

録します。 REGISTER メッセージ内の To フィールドと Contact フィールドには、343ページの

図25 で示されるように、address-of-record ユニフォーム リソース識別子（URI）と 1 つ以

上の連絡先 URI が含まれています。 登録によって、address-of-record アドレスを連絡先ア

ドレスに関連付けるロケーション サービスにバインディングが作成されます。

デバイスは、送信 REGISTER メッセージの監視、これらのアドレスでのネットワーク アドレス

変換（NAT）の実行、受信 NAT テーブルへの情報の格納を実行します。 次に、ネットワークの

外部から INVITE メッセージを受信すると、デバイスは受信 NAT テーブルを使用して、INVITE

メッセージのルーティング先である内部ホストを識別します。 SIP プロキシ登録サービスを活

用すると、デバイスのエグレス インターフェース上にあるインターフェース ソース NAT や

NAT プールを構成することによって、受信コールを許可できます。 小規模のオフィスで受信

コールを処理するには、インターフェース ソース NAT で十分です。規模の大きいネットワー

クや大企業では、ソース NAT プールの設定が推奨されます。

注: インターフェース ソース NAT やソース NAT プールを使用する受信コールのサ

ポートは、SIP と H.323 サービスに対してのみサポートされます。受信コールにつ

いては、Junos OS では現在、UDP と TCP のみサポートしています。 また、現時点

ではドメイン名解決がサポートされていないため、343ページの図25 に示すように、

URI は IP アドレスにする必要があります。
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図 25: SIP Registrar の使用

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 333ページのSIP ALG および NAT について

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

例: 受信 SIP コールに対するインターフェース ソース NAT の構成

この例では、パブリック ゾーンでソース NAT ルールを構成し、受信 SIP コールに対して NAT

の使用を許可する方法を示します。

• 要件 344ページ

• 概要 344ページ

• 構成 345ページ

• 確認 348ページ
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要件

始める前に、NAT と SIP ALG が連携して動作する仕組みについて理解しておきます。 333ペー

ジの「「SIP ALG および NAT について」」を参照してください。

概要

ゾーンが 2 つで、SIP プロキシ サーバーが外部ゾーンにあるシナリオでは、パブリック ゾー

ンまたは外部ゾーンのインターフェースに対するソース NAT ルールをで構成することによっ

て、受信コールで NAT を使用できます。

この例では（344ページの図26 を参照）、phone1 はプライベート ゾーンの ge-0/0/0 インター

フェース上にあります。また、phone2 とプロキシ サーバーはパブリック ゾーンの ge-0/0/2

インターフェース上にあります。 パブリック インターフェース ge-0/0/2.0 に対するソース

NAT ルールを構成します。

図 26: 受信 SIP コールに対するソース NAT
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この例では、private および public という名前のゾーンを作成し、それらをインターフェー

スに割り当てた後、ソース NAT ルール セットで使用するアドレス帳を構成します。 次に、

sip-phones という名前のルール セットと、ソース アドレス 10.1.1.3/32 からのパケットを

照合する phone1 という名前のルールを定義して、ソース NAT を構成します。

最後に、プライベート ゾーンとパブリック ゾーン間の SIP トラフィックをすべて許可するセ

キュリティ ポリシーを作成します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security nat source rule-set sip-phones from zone private

set security nat source rule-set sip-phones to zone public

set security nat source rule-set sip-phones rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

set security nat source rule-set sip-phones rule phone1 then source-nat interface

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match source-address

phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address proxy

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match application

junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing then permit

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match

destination-address phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

proxy

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

パブリック ゾーン インターフェースに対してソース NAT ルールを構成するには、以下の手順

に従います。

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24
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user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. ゾーンを構成し、インターフェースに割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

3. アドレス帳を構成し、アドレスを作成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

4. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set sip-phones from zone private

user@host# set rule-set sip-phones to zone public

user@host# set rule-set sip-phones rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

user@host# set rule-set sip-phones rule phone1 then source-nat interface

5. 持続的ソース NAT 変換を有効にします。

[edit security nat source]

user@host# set address-persistent

6. 発信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy outgoing]

user@host# set match source-address phone1

user@host# set match destination-address phone2

user@host#set match destination-address proxy

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

7. 受信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy incoming]

user@host# set match source-address phone2

user@host# set match destination-address phone1

user@host#set match source-address proxy

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

結果 構成モードから、show interfaces、show security zones、show security policies、および show

security nat コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない

場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {
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unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.3/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address proxy 1.1.1.3/32;

address phone2 2.2.2.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

rule-set sip-phones {

from zone private;

to zone public;

rule phone1 {

match {

source-address 10.1.1.3/32;

}

then {

source-nat {

interface;

}

}

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone public {

policy outgoing {

match {

source-address phone1;

destination-address [ phone2 proxy ];

application junos-sip;

}

then {

permit;

}
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}

}

from-zone public to-zone private {

policy incoming {

match {

source-address [ phone2 proxy ];

destination-address phone1 ;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT ルールの使用の確認 348ページ

• SIP ALG ステータスの確認 348ページ

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

SIP ALG ステータスの確認

目的 システムで SIP ALG が有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 372ページのSIP ALG 構成の確認

例: 受信 SIP コールに対するソース NAT プールの構成

この例では、外部インターフェースでソース NAT プールを構成し、受信 SIP コールに対して

NAT を有効にする方法を示します。

• 要件 349ページ

• 概要 349ページ

• 構成 350ページ

• 確認 353ページ

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.348

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


要件

始める前に、NAT と SIP ALG が連携して動作する仕組みについて理解しておきます。 333ペー

ジの「「SIP ALG および NAT について」」を参照してください。

概要

ゾーンが 2 つで、SIP プロキシ サーバーが外部ゾーンまたはパブリック ゾーンにあるシナリ

オでは、パブリック ゾーンに対するインターフェースで NAT プールを構成することによって、

受信コールで NAT を使用できます。

この例では（349ページの図27 を参照）、phone1 がプライベート ゾーンにあり、phone2 とプ

ロキシ サーバーがパブリック ゾーンにあります。 NAT を実行するために、ソース NAT プー

ルを構成します。 また、プライベート ゾーンからパブリック ゾーンに向かう SIP トラフィッ

クを許可するポリシーも作成します。 これによって、プライベート ゾーンの phone1 はパブ

リック ゾーンのプロキシ サーバーで登録できます。また、パブリック ゾーンからプライベー

ト ゾーンに向かう受信コールが可能になります。

図 27: 受信 SIP コールに対するソース NAT プール
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この例では、以下のようにソース NAT を構成します。

• 1.1.1.20/32 ～ 1.1.1.40/32 の IP アドレス範囲を持つ sip-nat-pool というソース NAT

プールを定義します。

• プライベート ゾーンからパブリック ゾーンに向かうパケットと IP アドレス 10.1.1.3/24

を照合するために、ルール sip-r1 を持つ sip-nat というソース NAT ルール セットを作成

します。 一致するパケットについては、ソース アドレスが sip-nat-pool のいずれかの IP

アドレスに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/2.0 で、アドレス 1.1.1.20/32 ～ 1.1.1.40/32 のプロキシ ARP

を構成します。 これにより、これらのアドレスについてインターフェースで受信された ARP

要求に対して、システムが応答できます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security nat source pool sip-nat-pool address 1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32

set security nat source address-persistent

set security nat source rule-set sip-nat from zone private

set security nat source rule-set sip-nat to zone public

set security nat source rule-set sip-nat rule sip-r1 match source-address 10.1.1.3/24

set security nat source rule-set sip-nat rule sip-r1 then source-nat pool sip-nat-pool

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/2.0 address 1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match source-address

phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address any

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match application

junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing then permit

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match

destination-address phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming then permit
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

受信コールに対するソース NAT プールを構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. ゾーンを構成し、インターフェースを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

3. アドレス帳を構成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

4. ソース NAT プールを構成します。

[edit security nat]

user@host# set source pool sip-nat-pool address 1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32

5. ルールを使用してソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source rule-set sip-nat]

user@host#set from zone private

user@host# set to zone public

user@host# set rule sip-r1 match source-address 10.1.1.3/24

user@host# set rule sip-r1 then source-nat pool sip-nat-pool

6. 持続的 NAT を有効にします。

[edit security nat]

user@host# set source address-persistent

7. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host#set proxy-arp interface ge-0/0/2.0 address 1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32

8. 発信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy outgoing]

set match source-address phone1

set match destination-address any

set match application junos-sip

set then permit

9. 受信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy incoming]

set match source-address phone2

set match destination-address phone1

set match application junos-sip
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set then permit

結果 構成モードで、show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies の各コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない

場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.3/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address proxy 1.1.1.3/32;

address phone2 1.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

user@host# show security nat

source {

pool sip-nat-pool {

address {

1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32;

}

}

address-persistent;

rule-set sip-nat {

from zone private;

to zone public;

rule sip-r1 {

match {

source-address 10.1.1.3/24;
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}

then {

source-nat {

pool {

sip-nat-pool;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/2.0 {

address {

1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone public {

policy outgoing {

match {

source-address phone1;

destination-address any;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone private {

policy incoming {

match {

source-address phone2;

destination-address phone1;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プールの使用の確認 354ページ

• ソース NAT ルールの使用の確認 354ページ

• SIP ALG ステータスの確認 354ページ
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ソース NAT プールの使用の確認

目的 IP アドレスを使用するソース NAT プールからのトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source pool all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、IP アドレスを使用するプールからのトラフィックを確認します。

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

SIP ALG ステータスの確認

目的 システムで SIP ALG が有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 372ページのSIP ALG 構成の確認

例: 受信 SIP コールに対する静的 NAT の構成

この例では、プライベート ゾーンの呼び出し側によるパブリック ゾーンのプロキシ サーバー

への登録を許可する静的 NAT マッピングを構成する方法を示します。

• 要件 354ページ

• 概要 354ページ

• 構成 355ページ

• 確認 359ページ

要件

始める前に、NAT と SIP ALG が連携して動作する仕組みについて理解しておきます。 333ペー

ジの「「SIP ALG および NAT について」」を参照してください。

概要

SIP プロキシ サーバーが外部ゾーンまたはパブリック ゾーンに配置されている場合、プライ

ベート ゾーンの呼び出し側がプロキシ サーバーに登録できるように、パブリック インター

フェース上で静的 NAT を設定できます。

この例では（355ページの図28 を参照）、phone1 はプライベート ゾーンの ge-0/0/0 インター

フェース上にあります。また、phone2 とプロキシ サーバーはパブリック ゾーンの ge-0/0/2

インターフェース上にあります。 パブリック ゾーンからのパケットと宛先アドレス 1.1.1.3/32

を照合するために、phone1 というルールを持つ incoming-sip という静的 NAT ルール セット

を作成します。 一致するパケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.354

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


10.1.1.3/32 に変換されます。 また、インターフェース ge-0/0/2.0 のアドレス 1.1.1.3/32

に対してプロキシ ARP も作成します。 これにより、これらのアドレスについてインターフェー

スで受信された ARP 要求に対して、システムが応答できます。 最後に、パブリック ゾーンか

らプライベート ゾーンに向かう SIP トラフィックを許可する incoming というセキュリティ

ポリシーを作成します。

図 28: 受信コールに対する静的 NAT

注: 受信 SIP コールに対する静的 NAT を構成する場合は、プライベート ゾーンの

プライベート アドレスごとに 1 つのパブリック アドレスを構成してください。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.5/32
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set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security zones security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security nat static rule-set incoming-sip from zone public

set security nat static rule-set incoming-sip rule phone1 match destination-address

1.1.1.3/32

set security nat static rule-set incoming-sip rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.3/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/2.0 address 1.1.1.3/32

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

proxy

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match

destination-address phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming then permit

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match source-address

phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address proxy

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match application

junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

受信コールに対して静的 NAT を構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. セキュリティ ゾーンを作成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

3. セキュリティ ゾーンにアドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.5/32

user@host# set security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

4. ルールを使用して静的 NAT ルール セットを作成します。

[edit security nat static rule-set incoming-sip]

user@host# set from zone public

user@host# set rule phone1 match destination-address 1.1.1.3/32

user@host# set rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.3/32
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5. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/2.0 address 1.1.1.3/32

6. 受信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを定義します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy incoming]

user@host# set match source-address phone2

user@host# set match source-address proxy

user@host# set match destination-address phone1

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

7. 発信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを定義します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy outgoing]

user@host# set match source-address phone1

user@host# set match destination-address phone2

user@host# set match destination-address proxy

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

結果 構成モードで、show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies の各コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない

場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.5/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address proxy 1.1.1.3/32;
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address phone2 1.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

static {

rule-set incoming-sip {

from zone public;

rule phone1 {

match {

destination-address 1.1.1.3/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.3/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/2.0 {

address {

1.1.1.3/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone public to-zone private {

policy incoming {

match {

source-address phone2;

destination-address phone1;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone public {

policy outgoing {

match {

source-address phone1;

destination-address [phone2 proxy];

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}
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デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT 構成の確認 359ページ

• SIP ALG ステータスの確認 359ページ

静的 NAT 構成の確認

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static rule コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

SIP ALG ステータスの確認

目的 システムで SIP ALG が有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 372ページのSIP ALG 構成の確認

例: プライベート ゾーンおよびパブリック ゾーンの NAT における SIP プロキシの構成

この例では、パブリック ゾーンの呼び出し側によるプロキシ サーバーへの登録を許可するよ

うに、プライベート ゾーンの SIP プロキシ サーバーとパブリック ゾーンの静的 NAT を構成

する方法を示します。

• 要件 359ページ

• 概要 359ページ

• 構成 361ページ

• 確認 364ページ

要件

始める前に、NAT と SIP ALG が連携して動作する仕組みについて理解しておきます。 333ペー

ジの「「SIP ALG および NAT について」」を参照してください。

概要

SIP プロキシ サーバーがプライベート ゾーンに配置されている場合、プライベート ゾーンの

呼び出し側によるプロキシ サーバーへの登録を許可するように、外部インターフェースまたは

パブリック インターフェース上で静的 NAT を構成できます。

この例では（360ページの図29 を参照）、phone1 と SIP プロキシ サーバーはプライベート

ゾーンの ge-0/0/0 インターフェース上にあります。また、phone2 はパブリック ゾーンの

ge-0/0/2 インターフェース上にあります。 まず、phone2 にプロキシ サーバーでの登録を許
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可するプロキシ サーバーの静的 NAT ルールを構成します。次に、パブリック ゾーンの呼び出

し側がプロキシ サーバーに登録できるように、パブリック ゾーンからプライベート ゾーンに

向かう SIP トラフィックを許可する outgoing という名前のポリシーを作成します。 また、

phone1 が呼び出しを実行できるように、プライベート ゾーンからパブリック ゾーンへの

incoming という名前のポリシーを構成します。

図 29: プライベート ゾーンおよびパブリック ゾーンの NAT における SIP プ
ロキシの構成

この例では、以下のように NAT を構成します。

• proxy という名前のルールを持つ incoming-sip という名前のルール セットを使って、プロ

キシ サーバーに向かう ge-0/0/2 インターフェースで静的 NAT を構成します。これは、パ

ブリック ゾーンからのパケットを宛先アドレス 1.1.1.4/32 と照合するためです。 一致す

るパケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.4/32 に変換さ

れます。

• phone1 から phone2 への通信に対してインターフェース NAT を有効にするため、phone1 と

いう名前のルールを持つ sip-phones という名前の別のルール セットを構成します。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

set security zones security-zone private address-book address proxy 10.1.1.5/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security nat source rule-set sip-phones from zone private

set security nat source rule-set sip-phones to zone public

set security nat source rule-set sip-phones rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

set security nat source rule-set sip-phones rule phone1 then source-nat interface

set security nat static rule-set incoming-sip from zone public

set security nat static rule-set incoming-sip rule proxy match destination-address

1.1.1.4/32

set security nat static rule-set incoming-sip rule proxy then static-nat prefix 10.1.1.4/32

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match source-address

any

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match application

junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing then permit

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match

destination-address proxy

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

受信コールに対して静的 NAT を構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

3. セキュリティ ゾーンにアドレスを割り当てます。

361Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第14章: SIP ALG

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/swconfig-cli/swconfig-cli.pdf


[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

user@host# set security-zone private address-book address proxy 10.1.1.5/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

4. 静的 NAT のルール セットを作成し、そのルール セットにルールを割り当てます。

[edit security nat static rule-set incoming-sip]

user@host# set from zone public

user@host# set rule proxy match destination-address 1.1.1.4/32

user@host# set rule proxy then static-nat prefix 10.1.1.4/32

5. 別のルール セットを構成し、そのルール セットにルールを割り当てます。

[edit security nat source rule-set sip-phones]

user@host# set from zone private

user@host# set to zone public

user@host# set rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

user@host# set rule phone1 then source-nat interface

6. 発信トラフィックに対するセキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy outgoing]

user@host#set match source-address any

user@host#set match destination-address phone2

user@host#set match application junos-sip

user@host#set then permit

7. 受信トラフィックに対するセキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy incoming]

user@host#set match source-address phone2

user@host#set match destination-address proxy

user@host#set match application junos-sip

user@host#set then permit

結果 構成モードで、show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies の各コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない

場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones
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security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.3/32;

address proxy 10.1.1.5/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address phone2 1.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

rule-set sip-phones {

from zone private;

to zone public;

rule phone1 {

match {

source-address 10.1.1.3/32;

}

then {

source-nat {

interface;

}

}

}

}

}

static {

rule-set incoming-sip {

from zone public;

rule proxy {

match {

destination-address 1.1.1.4/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.4/32;

}

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone public {

policy outgoing {

match {

source-address any;

destination-address phone2;

application junos-sip;
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}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone private {

policy incoming {

match {

source-address phone2;

destination-address proxy;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT 構成の確認 364ページ

• SIP ALG ステータスの確認 364ページ

静的 NAT 構成の確認

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static rule コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

SIP ALG ステータスの確認

目的 システムで SIP ALG が有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 372ページのSIP ALG 構成の確認
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例: 3 ゾーン SIP ALG および NAT シナリオの構成

この例では、パブリック ゾーンの呼び出し側によるプロキシ サーバーへの登録を許可するよ

うに、プライベート ゾーンの SIP プロキシ サーバーとパブリック ゾーンの静的 NAT を構成

する方法を示します。

• 要件 365ページ

• 概要 365ページ

• 構成 366ページ

• 確認 371ページ

要件

始める前に、NAT と SIP ALG が連携して動作する仕組みについて理解しておきます。 333ペー

ジの「「SIP ALG および NAT について」」を参照してください。

概要

3 ゾーンの SIP 構成では、通常、SIP プロキシ サーバーは、呼び出し側のシステムや着信側

のシステムとは異なるゾーンに配置されています。 このようなシナリオでは、全システムの相

互アクセスとプロキシ サーバーへのアクセスを確保するために、追加のアドレス構成やゾーン

構成およびポリシーが必要になります。

この例では、phone1 がプライベート ゾーンの ge-0/0/0.0 インターフェース上にあり、phone2

はパブリック ゾーンの ge-0/0/2.0 インターフェース上にあります。また、プロキシ サーバー

は DMZ の ge-0/0/1.0 インターフェース上にあります。 プライベート ゾーンの phone1 に対

して、静的NAT ルールを設定します。 次に、プライベート ゾーンから DMZ へ、DMZ からプラ

イベート ゾーンへ、パブリック ゾーンから DMZ へ、DMZ からパブリック ゾーンへ、プライ

ベート ゾーンからパブリック ゾーンへと通過するトラフィックに対するポリシーを作成しま

す。 366ページの図30 の矢印は SIP シグナリング トラフィックの流れを示しています。この

場合、パブリック ゾーン内の phone2 がプライベート ゾーン内の phone1 を呼び出していま

す。 セッションの開始後は、データが phone1 と phone2 の間で直接やり取りされます。
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図 30: DMZ のプロキシを使用した 3 ゾーン SIP 構成

この例では、以下のように NAT を構成します。

• パブリック ゾーンからのパケットと宛先アドレス 2.2.2.3/32 を照合するために、phone1

というルールを持つ incoming-sip という静的 NAT ルール セットを構成します。 一致する

パケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.3/32 に変換され

ます。

• インターフェース ge-0/0/1.0 上でアドレス 2.2.2.3/32 に対してプロキシ ARP を構成しま

す。システムは、このアドレスについてインターフェース上で受信した ARP 要求に応答でき

るようになります。

• phone1 からプロキシ サーバー、および phone1 から phone2 に向かう通信に対してインター

フェース NAT を有効にするため、ルール r1 を持つ sip-phones という名前の別のルール

セットを構成します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.2/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security zones security-zone dmz address-book address proxy 2.2.2.4/32

set security zones security-zone dmz interfaces ge-0/0/1.0

set security nat source rule-set sip-phones from zone private

set security nat source rule-set sip-phones to zone dmz
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set security nat source rule-set sip-phones rule r1 match source-address 10.1.1.3/32

set security nat source rule-set sip-phones rule r1 then source-nat interface

set security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy match

source-address phone1

set security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy match

destination-address proxy

set security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy match

application junos-sip

set security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy then permit

set security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy match

source-address phone2

set security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy match

destination-address proxy

set security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy then permit

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

application junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public then

permit

set security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private match

source-address proxy

set security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private match

destination-address phone1

set security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private match

application junos-sip

set security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private then permit

set security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public match

source-address proxy

set security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public match

destination-address phone2

set security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public match application

junos-sip

set security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

プライベート ゾーンの SIP プロキシ サーバーとパブリック ゾーンの静的 NAT を構成するに

は、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.2/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones]
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user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

user@host# set security-zone dmz interfaces ge-0/0/1.0

3. セキュリティ ゾーンにアドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

user@host# set security-zone dmz address-book address proxy 2.2.2.4/32

4. phone1 からプロキシに向かう通信に対してインターフェース NAT を構成します。

[edit security nat source rule-set sip-phones]

user@host# set from zone private

user@host# set to zone dmz

user@host# set rule r1 match source-address 10.1.1.3/32

user@host# set rule r1 then source-nat interface

5. ゾーン private からゾーン DMZ に向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー

を構成します。

[edit security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy]

user@host# set match source-address phone1

user@host# set match destination-address proxy

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

6. ゾーン public からゾーン DMZ に向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー

を構成します。

[edit security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy]

user@host# set match source-address phone2

user@host# set match destination-address proxy

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

7. ゾーン private からゾーン public に向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを構成します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public]

user@host# set match source-address phone1

user@host# set match destination-address phone2

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

8. ゾーン DMZ からゾーン private に向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー

を構成します。

[edit security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private]

user@host# set match source-address proxy

user@host# set match destination-address phone1

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

9. ゾーン DMZ からゾーン public に向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー

を構成します。

[edit security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public]

user@host# set match source-address proxy
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user@host# set match destination-address phone2

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

結果 構成モードで、show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies の各コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない

場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 2.2.2.2/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.3/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address phone2 1.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

security-zone dmz {

address-book {

address proxy 2.2.2.4/32;

}

interfaces {
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ge-0/0/1.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

rule-set sip-phones {

from zone private;

to zone dmz;

rule r1 {

match {

source-address 10.1.1.3/32;

}

then {

source-nat {

interface;

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

2.2.2.3/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone dmz {

policy private-to-proxy {

match {

source-address phone1;

destination-address proxy;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone dmz {

policy public-to-proxy {

match {

source-address phone2;

destination-address proxy;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone public {
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policy private-to-public {

match {

source-address phone1;

destination-address phone2;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone dmz to-zone private {

policy proxy-to-private {

match {

source-address proxy;

destination-address phone2;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT ルールの使用の確認 371ページ

• 静的 NAT 構成の確認 371ページ

• SIP ALG ステータスの確認 371ページ

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

静的 NAT 構成の確認

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static rule コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

SIP ALG ステータスの確認

目的 システムで SIP ALG が有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg status コマンドを入力します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 372ページのSIP ALG 構成の確認

SIP ALG 構成の確認

• SIP ALG の確認 372ページ

• SIP ALG コールの確認 372ページ

• SIP ALG コールの詳細の確認 373ページ

• SIP ALG カウンタの確認 373ページ

• SIP ALG メッセージのレートの確認 374ページ

SIP ALG の確認

目的 SIP ALG の検証オプションを確認します。

アクション CLI で、show security alg sip ? コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip ?

Possible completions:

calls Show SIP calls

counters Show SIP counters

rate Show SIP rate

意味 出力には、すべての SIP 検証パラメータのリストが表示されます。 以下の情報を確認します。

• Calls — すべての SIP コールを一覧表示します。

• Counters — 各 SIP 要求メソッドに対応する応答コードのカウンタとエラー タイプが示され

ます。

• Rate — SIP シグナリング メッセージの速度と周期性を示します。

SIP ALG コールの確認

目的 アクティブなコールに関する情報を表示します。

アクション J-Web インターフェースで、Monitor>ALGs>SIP>Callsを選択します。 または、CLI で show

security alg sip calls コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip calls

Total number of calls: 1

Call ID: 47090a32@30.2.20.5

Method: INVITE

意味 出力には、すべてのアクティブな SIP コールのリストが表示されます。 ユーザー エージェン

ト サーバー（UAS）のコール ID とローカルおよびリモート タグと、コールの状態を確認しま

す。
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SIP ALG コールの詳細の確認

目的 アクティブなコールに関するアドレスと SDP を表示します。

アクション J-Web インターフェースから、Monitor>ALGs>SIP>Detailsを選択します。 または、CLI で show

security alg sip calls detail コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip calls detail

Total number of calls: 1

Call ID : 47090a32@30.2.20.5

Method : INVITE

State : SETUP

Group ID : 24575

意味 出力には、すべてのアクティブな SIP コールの詳細が示されます。 以下の情報を確認します。

• コールの合計数、コールの ID およびタグ情報、状態

• リモート グループ ID

• IP アドレスとポート番号および SDP 接続とメディアの詳細

SIP ALG カウンタの確認

目的 SIP カウンタに関する情報を表示します。

アクション J-Web インターフェースで、Monitor>ALGs>SIP>Countersを選択します。 または、CLI で show

security alg sip counters コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip counters

Method T 1xx 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx

RT RT RT RT RT RT RT

INVITE 4 4 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

CANCEL 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

ACK 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

BYE 3 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

REGISTER 7 0 7 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

OPTIONS 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

INFO 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

MESSAGE 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

NOTIFY 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

PRACK 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

PUBLISH 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

REFER 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

SUBSCRIBE 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0

UPDATE 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

BENOTIFY 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

SERVICE 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

OTHER 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

SIP Error Counters

-----------------------------

Total Pkt-in :34

Total Pkt dropped on error :0

Call error :0

IP resolve error :0

NAT error :0

Resource manager error :0

RR header exceeded max :0

Contact header exceeded max :0

Call Dropped due to limit :0

SIP stack error : 0

SIP decode error : 0

SIP unknown method error : 0

RTO message sent : 0

RTO message received : 0

RTO buffer allocation failure : 0

RTO buffer transmit failure : 0

RTO send processing error : 0

RTO receive processing error : 0

RTO receive invalid length : 0

RTO receive call process error : 0

RTO receive call allocation error : 0

RTO receive call register error : 0

RTO receive invalid status error : 0

意味 出力には、送受信されたすべての SIP 応答コードの数と SIP エラーの数が示されます。 以下

の情報を確認します。

• SIP 要求メソッドごとの応答コードの送信数

• 可能性があるすべてのエラー タイプの数

SIP ALG メッセージのレートの確認

目的 SIP メッセージ レートに関する情報を表示します。

アクション J-Web インターフェースで、Monitor>ALGs>SIP>Rateを選択します。 または、CLI で show

security alg sip rate コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip rate

CPU ticks per microseconds is 3735928559

Time taken for the last message is 0 microseconds

Total time taken for 0 messages is 0 microseconds(in less than 10 minutes)

Rate: 3735928559 messages/second

意味 出力には、メッセージに対する CPU 使用率と、SIP シグナリング メッセージの速度および周

期性に関する情報が示されます。 以下の情報を確認します。
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• US あたりの CPU ティック

• 最後のメッセージと全メッセージの通過時間、およびメッセージがネットワークを通過する

速度

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 325ページのSIP ALG 構成の概要

• 343ページの例: 受信 SIP コールに対するインターフェース ソース NAT の構成

• 348ページの例: 受信 SIP コールに対するソース NAT プールの構成

• 354ページの例: 受信 SIP コールに対する静的 NAT の構成

• 359ページの例: プライベート ゾーンおよびパブリック ゾーンの NAT における SIP プロキ

シの構成

• 365ページの例: 3 ゾーン SIP ALG および NAT シナリオの構成
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第15章

SCCP ALG

• SCCP ALG について 377ページ

• SCCP ALG 構成の概要 382ページ

• SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウト 383ページ

• SCCP ALG の不明なメッセージ タイプ 385ページ

• SCCP ALG DoS 攻撃保護 387ページ

• 例: プライベート ゾーンの SCCP ALG CallManager または TFTP サーバーの構成 388ページ

• SCCP ALG 構成の確認 395ページ

SCCP ALG について

スキニィ クライアント制御プロトコル（SCCP）は、コール シグナリング用の Cisco 独自のプ

ロトコルです。 スキニィは、コールエージェントベースのコール制御アーキテクチャに基づい

ています。 制御プロトコルは、既知の TCP ポート番号の宛先に送信される TCP フレームでエ

ンコードされた 2 進化フレームを使用して、RTP メディア セッションを設定およびティアダ

ウンします。

他のコール制御プロトコルと同様に、SCCP プロトコルは、制御パケットに情報を埋め込むこと

によって、メディア エンドポイントのパラメータ、特にメディア終了のリアルタイム トラン

スポート プロトコル（RTP）のポート番号と IP アドレスをネゴシエートします。 SCCP アプ

リケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）は、これらの制御パケットを解析し、メディア

パケットと制御パケットのシステム内でのフローを円滑化します。

また、SCCP ALG は、コールのレート制限を実施し、過負荷やサービス拒否（DoS）攻撃から重

要なリソースを保護するのを支援します。

Junos OS の SCCP ALG では、以下の機能が実装されます。

• SCCP プロトコル データ ユニットの確認

• 埋め込まれた IP アドレスおよびポート番号の変換

• メディアを通過させるファイアウォール リソース（ピンホールとゲート）の割り当て

• アイドル状態のコールのエージアウト

• SCCP ALG パラメータに対応する構成 API

• カウンタ、ステータス、および統計を表示するための動作モード API
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SCCP アーキテクチャでは、CallManager として知られるプロキシがほとんどの処理を行いま

す。 エンド ステーションとも呼ばれる IP 電話は SCCP クライアントを実行し、ポート 2000

の TCP 経由でプライマリの（存在する場合はセカンダリも）CallManager に接続して、プライ

マリの CallManager に登録します。 この接続は、クライアントが送受信するコールを確立す

るのに使用されます。

SCCP ALG は、次の処理をサポートしています。

• ある SCCP クライアントから、CallManager を介して、別の SCCP クライアントへ向かうコー

ルのフロー

• シームレスなフェールオーバー — プライマリで障害が発生している間、処理中のすべての

コールをスタンバイのファイアウォールへ切り替えます。

• 音声 IP 化（VoIP）シグナリング ペイロードの検査 — 受信 VoIP シグナリング パケットの

ペイロードを完全に検査します。 不正なパケット攻撃は、すべて ALG がブロックします。

• SCCP シグナリング ペイロードの検査 — 受信 SCCP シグナリング パケットのペイロードを

完全に検査します。 不正なパケット攻撃は、すべて ALG がブロックします。

• ステートフル処理 — 対応する VoIP ベースのステート マシンを起動し、解析された情報を

処理します。 ステート外またはトランザクション外のパケットが特定され、正しく処理され

ます。

• NAT（ネットワーク アドレス変換）— 既存のルーティング情報とネットワーク トポロジ、さ

らに必要に応じて変換済みの IP アドレスとポート番号に基づき、ペイロードに組み込まれ

ている IP アドレスとポート情報を変換します。

• ＶoIP トラフィックのピンホールの作成と管理 — メディアまたはシグナリングに使用される

IP アドレスとポート番号を識別し、メディアを安全にストリームできるようにピンホールを

動的に開き（閉じ）ます。

このトピックには以下のセクションがあります。

• SCCP セキュリティ 378ページ

• SCCP のコンポーネント 379ページ

• SCCP トランザクション 380ページ

• SCCP 制御メッセージと RTP フロー 381ページ

• SCCP メッセージ 381ページ

SCCP セキュリティ

SCCP ALG には、次のセキュリティ機能が搭載されています。

• TCP 上の SCCP 制御メッセージのステートフル インスペクション、メッセージ フォーマッ

トの検証、および現在のコール状態のメッセージ有効性。 無効なメッセージはドロップされ

ます。

• Cisco IP 電話と Cisco CallManager との間でのセキュリティ ポリシーの実施。
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• ALG が処理するコールの数をレート制限することによってコールのフラッディングから保護

します。

• コールのシームレスなフェールオーバー。クラスタ環境でのデバイス障害の場合には、進行

中のコールを含みます。

SCCP のコンポーネント

SCCP VoIP アーキテクチャの主要なコンポーネントは以下のとおりです。

• SCCP クライアント 379ページ

• CallManager 379ページ

• クラスタ 379ページ

SCCP クライアント

SCCP クライアントは、 エンド ステーションとも呼ばれる IP 電話上で動作し、SCCP を使っ

てシグナリングを実行したり電話をかけたりします。 SCCP クライアントが電話をかける際に

は、最初にプライマリ CallManager に（セカンダリが使用可能であればそれにも）登録する必

要があります。 クライアントと CallManager との接続はポート 2000 の TCP で行われます。

この接続は、クライアントが送受信するコールを確立するのに使用されます。 メディアの伝送

は RTP、UDP、IP で行われます。

CallManager

CallManager は、SCCP コール制御サーバー ソフトウェアを実装し、SCCP VoIP ネットワーク

のすべてのデバイスおよび通信を全体的に制御します。 CallManager は、SCCP グループ、数

の範囲、ルート プランを定義、監視、および制御する機能を持ち、ネットワーク上のデバイス

の初期化、アクセス許可、デバイスの登録を行います。また、アドレス、電話番号、番号形式

を格納している冗長データベースを提供します。さらに、着信側のデバイスまたはそれらのエー

ジェントとの接続を開始し、音声通話が伝送される論理セッションを確立します。

クラスタ

clusterは、複数の SCCP クライアントと 1 つの CallManager からなる集合です。 クラスタ

内の CallManager は、クラスタに存在するすべての SCCP クライアントを検出します。 1 つ

のクラスタには、バックアップ用を含めて 2 個以上の CallManager が存在できます。

CallManager の動作は、次に示す各クラスタの条件によって異なります。

• クラスタ内。CallManager が各 SCCP クライアントを検出し、コールは同じクラスタ内の

SCCP クライアント間で行われます。

• クラスタ間。CallManager が相手の CallManager と H.323 を使って通信し、コールを設定

する必要があります。

• クラスタ間のコール。アドミッション コントロールの制御とアドレス解決にゲートキーパー

が使用されます。

CallManager の動作は、SCCP クライアントとパブリック スイッチド テレフォン ネットワー

ク（PSTN）電話との間のコール、SCCP クライアントと H.323 を使用する別の管理ドメイン

の電話との間のコールによっても異なります。
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SCCP トランザクション

SCCP トランザクションは、SCCP コールが進捗するために必要となる処理です。 SCCP トラン

ザクションは、次の処理で構成されています。

• クライアントの初期化 380ページ

• クライアント登録 380ページ

• コールの設定 380ページ

• メディアの設定 380ページ

クライアントの初期化

初期化するためには、SCCP クライアントが特定しなければならない情報があります。それは、

CallManager の IP アドレス、自身の IP アドレス、および IP ゲートウェイと DNS サーバー

の情報です。 初期化処理は、ローカル LAN 上で行われます。 SCCP クライアントは、動的ホ

スト制御プロトコル（DHCP）要求を送信することによって、IP アドレス、DNS サーバー アド

レス、TFTP サーバーの名前とアドレスを取得します。 TFTP サーバー名は、sepmacaddr.cnf

という構成ファイルをダウンロードするのに必要です。 TFTP 名が指定されていない場合、ク

ライアントは IP 電話のデフォルトのファイル名を使用します。 次に、クライアントが TFTP

サーバーから .cnf（xml）構成ファイルをダウンロードします。 CNF ファイルには、プライマ

リとセカンダリの Cisco CallManager の IP アドレスが記述されています。 クライアントは、

この情報を使って CallManager に接続して登録します。

クライアント登録

SCCP クライアントは、初期化処理の終了後に、既知のデフォルトポート 2000 の TCP 接続で

CallManager に登録します。 登録は、クライアント自身の IP アドレス、電話の MAC アドレ

ス、プロトコルやバージョンなどの他の情報を CallManager に渡すことで行われます。 登録

が済むまで、クライアントはコールを開始したり受信したりできません。 デバイスのポリシー

が許可する場合、キープアライブ メッセージは、クライアントと CallManager の間の TCP 接

続を開いたままの状態に保ち、クライアントが任意の時間にコールの開始または受信ができる

ようにします。

コールの設定

SCCP を使った IP 電話間のコール設定は、常に CallManager が処理します。 コール設定のた

めのメッセージは CallManager に送信されます。CallManager は、コールの状態に適したメッ

セージを返します。 コールの設定が成功し、デバイスのポリシーによってコールが許可される

と、CallManager はメディア設定メッセージをクライアントに送信します。

メディアの設定

CallManager は、呼び出された側の IP アドレスとポート番号を呼び出し側に送信します。 さ

らに呼び出し側のメディア IP アドレスとポート番号を呼び出された側に送信します。 メディ

アの設定が終了すると、メディアはクライアント間で直接伝送されます。 コールが終了すると

CallManager に通知され、メディア ストリームが終了します。 この処理中、CallManager が

コール設定機能をクライアントに譲ることはありません。 メディアは、RTP/UDP/IP 接続によっ

て直接クライアント間でやり取りされます。
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SCCP 制御メッセージと RTP フロー

381ページの図31 は、Phone 1 と Phone 2 の間の単一コールの設定とティアダウンに使用され

る SCCP 制御メッセージを示したものです。 Phone1 でコールを開始する OffHook メッセー

ジ、およびコールの終了を通知する OnHook メッセージを除いて、コールのすべての局面が

CallManager によって制御されます。

図 31: コールの設定とティアダウン

SCCP メッセージ

381ページの表34、382ページの表35、382ページの表36、382ページの表37 は、デバイスで許可さ

れる 4 間隔の SCCP コール メッセージ ID を示したものです。

表34: ステーションから CallManager へのメッセージ

0x00000001#define STATION_REGISTER_MESSAGE

0x00000002#define STATION_IP_PORT_MESSAGE

0x00000020#define STATION_ALARM_MESSAGE

0x00000022#define STATION_OPEN_RECEIVE_CHANNEL_ACK
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表35: CallManager からステーションへのメッセージ

0x00000001#define STATION_START_MEDIA_TRANSMISSION

0x00000002#define STATION_STOP_MEDIA_TRANSMISSION

0x00000020#define STATION_CALL_INFO_MESSAGE

0x00000022#define STATION_OPEN_RECEIVE_CHANNEL_ACK

0x00000106#define STATION_CLOSE_RECEIVE_CHANNEL

表36: CallManager 4.0 のメッセージと Post Sccp 6.2

0x00000029#define STATION_REGISTER_TOKEN_REQ_MESSAGE

0x0000002A#define STATION_MEDIA_TRANSMISSION_FAILURE

0x00000031#define STATION_OPEN_MULTIMEDIA_RECEIVE_CHANNEL_ACK

表37: CallManager からステーションへ

0x00000131#define STATION_OPEN_MULTIMEDIA_RECEIVE_CHANNEL

0x00000132#define STATION_START_MULTIMEDIA_TRANSMISSION

0x00000133#define STATION_STOP_MULTIMEDIA_TRANSMISSION

0x00000136#define STATION_CLOSE_MULTIMEDIA_RECEIVE_CHANNEL

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 382ページのSCCP ALG 構成の概要

• 388ページの例: プライベート ゾーンの SCCP ALG CallManager または TFTP サーバーの構成

SCCP ALG 構成の概要

スキニィ クライアント制御プロトコル アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（SCCP ALG）

は、デバイスではデフォルトで有効になっています。有効にするために、特にアクションは必

要ありません。 ただし、以下の手順に従うことで、SCCP ALG の動作を微調整できます。

1. ネットワーク リソースを節約して、スループットを最大化します。 手順については、383

ページの「「例: SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトの設定」」を参照して

ください。

2. セッションがネットワーク アドレス変換（NAT）モードおよびルート モードの場合は、不

明なメッセージの通過を有効にします。 手順については、385ページの「「例: SCCP ALG の

不明なメッセージ タイプの許可」」を参照してください。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.382

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


3. SCCP クライアントをサービス拒否（DoS）フラッド攻撃から保護します。 手順については、

387ページの「「例: SCCP ALG DoS 攻撃保護の構成」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 377ページのSCCP ALG について

• 388ページの例: プライベート ゾーンの SCCP ALG CallManager または TFTP サーバーの構成

• 395ページのSCCP ALG 構成の確認

SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウト

• SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトについて 383ページ

• 例: SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトの設定 383ページ

SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトについて

非アクティブ メディアのタイムアウト機能は、ネットワーク リソースを節約し、スループッ

トを最大化するのに役立ちます。

このパラメータは、グループ内のメディア トラフィックなしでコールがアクティブな状態を持

続できる最大時間（秒単位）を示します。 このタイムアウトは、リアルタイム トランスポー

ト プロトコル（RTP）またはリアルタイム制御プロトコル（RTCP）パケットがコール内で発生

するたびにリセットされます。 非アクティブな期間がこの設定を超過すると、スキニィ クラ

イアント制御プロトコル（SCCP）がメディアに対して開いたゲートが閉じられます。 デフォル

ト設定は 120 秒で、範囲は 10 ～ 2550 秒です。 タイムアウト時は、メディアのためのリソー

ス（セッションとピンホール）は削除されますが、コールは終了されないことに注意してくだ

さい。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 377ページのSCCP ALG について

• 382ページのSCCP ALG 構成の概要

• 383ページの例: SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトの設定

例: SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトの設定

この例では、SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウト値を設定する方法について説

明します。

• 要件 384ページ

• 概要 384ページ

• 構成 384ページ

• 確認 384ページ
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要件

始める前に、グループ内のメディア トラフィックなしでコールがアクティブな状態を持続でき

る最大時間（秒単位）を示すパラメータを確認します。 383ページの「「SCCP ALG の非アクティ

ブ メディアのタイムアウトについて」」を参照してください。

概要

このタイムアウトは、コール内で RTP または RTCP パケットが発生するたびにリセットされま

す。 非アクティブな期間がこの設定を超過すると、SCCP がメディアに対して開いたゲートが

閉じられます。 この例では、メディアの非アクティブ タイムアウトを 90 秒に設定します。

構成

J-Web 簡単構成 SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトを設定するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [SCCP] タブを選択します。

3. [Inactive Media Timeout]（非アクティブなメディアのタイムアウト）ボックスに、90 と

入力します。

4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

5. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 SCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトを設定するには、以下の手順に従います。

1. SCCP ALG の非アクティブなメディアのタイムアウト値を構成します。

[edit]

user@host# set security alg sccp inactive-media-timeout 90

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg sccp コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 383ページのSCCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトについて

• 382ページのSCCP ALG 構成の概要

• 395ページのSCCP ALG 構成の確認
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SCCP ALG の不明なメッセージ タイプ

• SCCP ALG の不明なメッセージ タイプについて 385ページ

• 例: SCCP ALG の不明なメッセージ タイプの許可 385ページ

SCCP ALG の不明なメッセージ タイプについて

スキニィ クライアント制御プロトコル（SCCP）の進行中の開発に対応するため、新しい SCCP

メッセージ タイプを含むトラフィックの許可が必要になる場合があります。 不明な SCCP メッ

セージ タイプの機能を使用することにより、ネットワーク アドレス変換（NAT）モードおよび

ルート モードの両方で、デバイスが、不明なメッセージ タイプを含む SCCP トラフィックを

受け入れるように構成することができます。

この機能を使用することで、デバイスが不明な SCCP メッセージを処理する方法を指定できま

す。 デフォルトでは、不明な（サポートされていない）メッセージはドロップされます。 セ

キュリティを脅かす可能性があるため、不明なメッセージを許可することはお勧めしません。

ただし、セキュア テストや本番環境では、異なるベンダー装置間の相互運用性の問題を解決す

るために、このコマンドが便利な場合があります。 不明な SCCP メッセージを許可すること

で、ネットワークの動作を把握することができるため、後で音声 IP 化（VoIP）トラフィック

を分析して、一部のメッセージがドロップされる理由を特定することができます。

このコマンドは、サポート対象の VoIP パケットとして識別された受信パケットにのみ適用さ

れることに注意してください。 パケットを識別できない場合は、常にドロップされます。 パ

ケットがサポート対象のプロトコルとして識別され、不明なメッセージ タイプを許可するよう

にデバイスを構成している場合、そのメッセージは、処理されずに転送されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 377ページのSCCP ALG について

• 382ページのSCCP ALG 構成の概要

• 385ページの例: SCCP ALG の不明なメッセージ タイプの許可

例: SCCP ALG の不明なメッセージ タイプの許可

この例では、NAT モードとルート モードの両方で、不明な SCCP メッセージ タイプを許可す

るように SCCP ALG を構成する方法について説明します。

• 要件 385ページ

• 概要 386ページ

• 構成 386ページ

• 確認 386ページ

要件

始める前に、デバイスに対する新しい不明な SCCP メッセージタイプに対応するかどうかを決

定します。 385ページの「「SCCP ALG の不明なメッセージ タイプについて」」を参照してくだ

さい。
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概要

この機能を使用することで、Juniper Networks デバイスが不明な SCCP メッセージを処理する

方法を指定できます。 不明なメッセージはセキュリティを脅かす可能性があるため、デフォル

トでは、不明な（サポートされていない）メッセージはドロップされます。 ただし、セキュア

テストや本番環境では、異なるベンダー装置間の相互運用性の問題を解決するために、このコ

マンドが便利な場合があります。

構成

J-Web 簡単構成 不明なメッセージ タイプを許可するように SCCP ALG を構成するには、以下の手順に従いま

す。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [SCCP] タブを選択します。

3. [Enable Permit NAT applied]（NAT 適用の許可を有効にする） チェック ボックスを選択

します。

4. [Enable Permit routed]（ルーティングの許可を有効にする） チェック ボックスを選択し

ます。

5. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

6. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 不明なメッセージ タイプを許可するように SCCP ALG を構成するには、以下の手順に従いま

す。

1. セッションが NAT モードまたはルート モードの場合は、不明なメッセージ タイプの通

過を許可します。

[edit]

user@host# set security alg sccp application-screen unknown-message

permit-nat-applied permit-routed

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg sccp コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 385ページのSCCP ALG の不明なメッセージ タイプについて

• 382ページのSCCP ALG 構成の概要

• 395ページのSCCP ALG 構成の確認
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SCCP ALG DoS 攻撃保護

• SCCP ALG DoS 攻撃保護について 387ページ

• 例: SCCP ALG DoS 攻撃保護の構成 387ページ

SCCP ALG DoS 攻撃保護について

処理を試みるコールの数を制限することによって、サービス拒否（DoS）フラッド攻撃からスキ

ニィ クライアント制御プロトコル アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（SCCP ALG）ク

ライアントを保護できます。

SCCP コール フラッド保護を構成すると、SCCP ALG は、設定したしきい値を超えるコールをド

ロップします。 範囲はクライアントあたり 2 ～ 1000 コール/秒で、デフォルトは 20 です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 377ページのSCCP ALG について

• 382ページのSCCP ALG 構成の概要

• 387ページの例: SCCP ALG DoS 攻撃保護の構成

例: SCCP ALG DoS 攻撃保護の構成

この例では、SCCP ALG に対して接続フラッド保護を構成する方法を示します。

• 要件 387ページ

• 概要 387ページ

• 構成 387ページ

• 確認 388ページ

要件

始める前に、DoS フラッド攻撃から SCCP メディア ゲートウェイを保護するかどうかを決定し

ます。 387ページの「「SCCP ALG DoS 攻撃保護について」」を参照してください。

概要

この例では、クライアントあたり毎秒 500 を超えるコールをドロップするようにデバイスを構

成します。

構成

J-Web 簡単構成 SCCP ALG に対してコール フラッド保護を構成するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [SCCP] タブを選択します。

3. [Call flood threshold]（コール フラッドのしきい値）ボックスで、500 と入力します。
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4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

5. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 SCCP ALG に対してコール フラッド保護を構成するには、以下の手順に従います。

1. 以下のように、DoS 攻撃保護を構成します。

[edit]

user@host# set security alg sccp application-screen call-flood threshold 500

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg sccp コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 387ページのSCCP ALG DoS 攻撃保護について

• 382ページのSCCP ALG 構成の概要

• 395ページのSCCP ALG 構成の確認

例: プライベート ゾーンの SCCP ALG CallManager または TFTP サーバーの構成

この例では、プライベート ゾーンに配置されている SCCP ALG CallManager または TFTP サー

バーにパブリック ゾーンの発呼者が登録できるように、Juniper Networks デバイスの出力イ

ンターフェースに対して静的 NAT を設定する方法を説明します。

• 要件 388ページ

• 概要 388ページ

• 構成 390ページ

• 確認 394ページ

要件

始める前に、SCCP ALG を使用した NAT サポートについて理解しておきます。 377ページの

「「SCCP ALG について」」を参照してください。

概要

この例（389ページの図32 を参照）では、単一のデバイスが、CallManager または TFTP サー

バーとして機能しています。 CallManager または TFTP サーバーおよび phone1 はプライベー

ト ゾーンに接続され、phone2 はパブリック ゾーンに接続されています。 phone2 が起動する

と、TFTP サーバーに照会して CallManager の IP アドレスを取得するように、CallManager

または TFTP サーバーの静的 NAT ルール セットを構成します。 次に、パブリック ゾーンか
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らプライベート ゾーンに向かう SCCP トラフィックを許可する in-pol という名前のポリシー

と、phone1 の呼び出しを許可する out-pol という名前のポリシーを作成します。

注: TFTP サーバーの構成ファイル（sep <mac_addr>.cnf）に記述されている

CallManager の IP アドレスは、CallManager の NAT IP アドレスに変更すること

をお勧めします。

図 32: プライベート ゾーン内の CallManager または TFTP サーバー

この例では、以下のように NAT を構成します。

• パブリック ゾーンからのパケットと宛先アドレス 1.1.1.2/32 を照合するために、phone2

というルールを持つ to-proxy という静的 NAT ルール セットを作成します。 一致するパ

ケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.4/32 に変換されま

す。

• インターフェース ge-0/0/1.0 のアドレス 1.1.1.2/32 に対してプロキシ ARP を構成しま

す。 これにより、これらのアドレスについてインターフェースで受信された ARP 要求に対

して、システムが応答できます。

• phone1 から phone2 への通信に対してインターフェース NAT を有効にするため、phone1 と

いう名前のルールを持つ phones という名前の別のルール セットを構成します。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

set security address-book book1 address phone1 10.1.1.3/32

set security address-book book1 address cm-tftp_server 10.1.1.4/32

set security address-book book1 attach zone private

set security address-book book2 address phone2 1.1.1.4/32

set security address-book book2 attach zone public

set security nat source rule-set phones from zone private

set security nat source rule-set phones to zone public

set security nat source rule-set phones rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

set security nat source rule-set phones rule phone1 then source-nat interface

set security nat static rule-set to-proxy from zone public

set security nat static rule-set to-proxy rule phone2 match destination-address 1.1.1.2/32

set security nat static rule-set to-proxy rule phone2 then static-nat prefix 10.1.1.4/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.2/32

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol match source-address

phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol match

destination-address cm-tftp_server

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol match

destination-address phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol match application

junos-sccp

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol then permit

set security policies from-zone private to-zone public policy out-pol match source-address

any

set security policies from-zone private to-zone public policy out-pol match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy out-pol match application

junos-sccp

set security policies from-zone private to-zone public policy out-pol then permit

set security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol match source-address

any

set security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol match

destination-address any

set security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol match application

junos-tftp

set security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol then permit
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

プライベート ゾーンに配置されている SCCP ALG CallManager または TFTP サーバーに対して

NAT を構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. セキュリティ ゾーンを作成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

3. アドレス帳を作成し、ゾーンをアドレス帳に関連付けます。

[edit security address-book book1]

user@host#set address phone1 10.1.1.3/32

user@host#set address cm-tftp_server 10.1.1.4/32

user@host#set attach zone private

[edits security address-book book2]

user@host#set address phone2 1.1.1.4/32

user@host#set attach zone public

4. 静的 NAT のルール セットを作成し、そのルール セットにルールを割り当てます。

[edit security nat static rule-set to-proxy]

user@host# set from zone public

user@host#set rule phone2 match destination-address 1.1.1.2/32

user@host#set rule phone2 then static-nat prefix 10.1.1.4/32

5. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host#set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.2/32

6. phone1 から phone2 に向かう通信に対してインターフェース NAT を構成します。

[edit security nat source rule-set phones]

user@host#set from zone private

user@host#set to zone public

user@host#set rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

user@host#set rule phone1 then source-nat interface

7. パブリック ゾーンからプライベート ゾーンに向かうトラフィックを許可するポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy in-pol]

user@host# set match source-address phone2

user@host# set match destination-address cm-tftp_server

user@host# set match destination-address phone1

user@host# set match application junos-sccp

user@host# set then permit
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8. プライベート ゾーンからパブリック ゾーンに向かうトラフィックを許可するポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy out-pol]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address phone2

user@host# set match application junos-sccp

user@host# set then permit

9. phone1 から CM/TFTP サーバーに向かうトラフィックを許可するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application junos-tftp

user@host# set then permit

結果 構成モードで、show interfaces、show security zones、show security address-book、show

security nat、および show security policies の各コマンドを入力して構成内容を確認します。

出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

[edit]

user@host# show security address-book

book1 {

address phone1 10.1.1.3/32;

address cm-tftp_server 10.1.1.4/32;

attach {

zone private;
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}

}

book2 {

address phone2 1.1.1.4/32;

attach {

zone public;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

rule-set phones {

from zone private;

to zone public;

rule phone1 {

match {

source-address 10.1.1.3/32;

}

then {

source-nat {

interface;

}

}

}

}

}

static {

rule-set to-proxy {

from zone public;

rule phone2 {

match {

destination-address 1.1.1.2/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.4/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

1.1.1.2/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone public to-zone private {

policy in-pol {

match {

source-address phone2;

destination-address cm-tftp_server;

destination-address phone1;

application junos-sccp;

}

393Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第15章: SCCP ALG



then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone public {

policy out-pol {

match {

source-address any;

destination-address phone2;

application junos-sccp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone private {

policy tftp-pol {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-tftp;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT ルールの使用の確認 394ページ

• 静的 NAT 構成の確認 394ページ

• SCCP ALG の確認 395ページ

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

静的 NAT 構成の確認

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static rule コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。
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SCCP ALG の確認

目的 SCCP ALG が有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg status | match sccp コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

SCCP ALG 構成の確認

• SCCP ALG の確認 395ページ

• SCCP コールの確認 395ページ

• SCCP コールの詳細の確認 396ページ

• SCCP カウンタの確認 396ページ

SCCP ALG の確認

目的 SCCP の検証オプションを表示します。

アクション CLI で、show security alg sccp コマンドを入力します。

user@host> show security alg sccp ?

Possible completions:

calls Show SCCP calls

counters Show SCCP counters

意味 出力には、すべての SCCP 検証パラメータのリストが表示されます。 以下の情報を確認しま

す。

• すべての SCCP コール

• すべての SCCP コールのカウンタ

SCCP コールの確認

目的 すべての SCCP コールのリストを表示します。

アクション CLI で、show security alg sccp calls コマンドを入力します。

user@host> show security alg sccp calls

Possible completions:

calls Show SCCP calls

counters Show SCCP counters

endpoints Show SCCP endpoints

意味 出力には、すべての SCCP 検証パラメータのリストが表示されます。 以下の情報を確認しま

す。

• すべての SCCP コール

• すべての SCCP コールのカウンタ
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• すべての SCCP エンドポイントに関する情報

SCCP コールの詳細の確認

目的 すべての SCCP コールに関する詳細を表示します。

アクション CLI で、show security alg sccp calls detail コマンドを入力します。

user@host> show security alg sccp calls detail

Client IP address: 11.0.102.91

Client zone: 7

CallManager IP: 13.0.99.226

Conference ID: 16789504

Resource manager group: 2048

SCCP channel information:

Media transmit channel address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Media transmit channel translated address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Media transmit channel pass-through party ID (PPID): 0

Media transmit channel resource ID: 0

Media receive channel address (IP address/Port): 11.0.102.91:20060

Media receive channel translated address (IP address/Port): 25.0.0.1:1032

Media receive channel pass-through party ID (PPID): 16934451

Media receive channel resource ID: 8185

Multimedia transmit channel address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Multimedia transmit channel translated address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Multimedia transmit channel pass-through party ID (PPID): 0

Multimedia transmit channel resource ID: 0

Multimedia receive channel address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Multimedia receive channel translated address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Multimedia receive channel pass-through party ID (PPID): 0

Multimedia receive channel resource ID: 0

Total number of calls = 1

意味 出力には、すべての SCCP 検証パラメータのリストが表示されます。 以下の情報を確認しま

す。

• クライアント ゾーン

• CallManager の IP アドレス: 13.0.99.226

• 会議 ID

• リソース マネージャ グループ

• SCCP チャネル情報

• コールの合計数

SCCP カウンタの確認

目的 すべての SCCP カウンタのリストを表示します。

アクション J-Web インターフェースから、[Monitor]（監視）>[ALGs]>[SCCP]>[Counters]（カウンタ）の

順に選択します。 または、CLI で show security alg sccp counters コマンドを入力します。

user@host> show security alg sccp ounters

SCCP call statistics:

Active client sessions : 0
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Active calls : 0

Total calls : 0

Packets received : 0

PDUs processed : 0

Current call rate : 0

Error counters:

Packets dropped : 0

Decode errors : 0

Protocol errors : 0

Address translation errors : 0

Policy lookup errors : 0

Unknown PDUs : 0

Maximum calls exceeded : 0

Maximum call rate exceeded : 0

Initialization errors : 0

Internal errors : 0

Nonspecific error : 0

No active calls to delete : 0

No active client sessions to delete : 0

Session cookie create errors : 0

Invalid NAT cookie detected : 0

意味 出力には、すべての SCCP 検証パラメータのリストが表示されます。 以下の情報を確認しま

す。

• SCCP コール統計

• エラー カウンタ

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 382ページのSCCP ALG 構成の概要

• 388ページの例: プライベート ゾーンの SCCP ALG CallManager または TFTP サーバーの構成
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第16章

MGCP ALG

• MGCP ALG について 399ページ

• MGCP ALG 構成の概要 405ページ

• MGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウト 405ページ

• MGCP ALG DoS 攻撃保護 410ページ

• MGCP ALG の不明なメッセージ タイプ 412ページ

• 例: MGCP ALG を使用した加入者宅でのメディア ゲートウェイの構成 414ページ

• 例: MGCP ALG および NAT を使用した 3 ゾーン ISP ホスト サービスの構成 421ページ

MGCP ALG について

メディア ゲートウェイ制御プロトコル（MGCP）は、テキストベースのアプリケーション レイ

ヤー プロトコルで、メディア ゲートウェイとメディア ゲートウェイ コントローラ（MGC）間

のコール設定とコール制御に使用されます。

このプロトコルはマスター/スレーブ構成のコール制御アーキテクチャに基づいています。MGC

（コール エージェント）は、コール制御のインテリジェンスを維持し、メディア ゲートウェ

イはコール エージェントからの指示を実行します。 シグナリング パケットとメディア パケッ

トのどちらも、UDP を通して送信されます。 Junos OS では、ルートモードおよびネットワー

ク アドレス変換（NAT）モードで MGCP をサポートしています。

MGCP アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）は、以下の手順を実行します。

• 音声 IP 化（VoIP）シグナリング ペイロードの検査を実行します。 受信 VoIP シグナリン

グ パケットのペイロードは、関連する RFC と独自の基準に基づいて完全に検査されます。

不正なパケット攻撃は、すべて ALG がブロックします。

• MGCP シグナリング ペイロードの検査を実行します。 受信 MGCP シグナリング パケットの

ペイロードは、RFC 3435 に準拠して完全に検査されます。 不正なパケット攻撃は、すべて

ALG がブロックします。

• ステートフル処理を提供します。 対応する VoIP ベースのステートマシンは、構文解析され

た情報を処理するために呼び出されます。 ステート外またはトランザクション外のパケット

が特定され、正しく処理されます。
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• NAT を実行します。 ペイロードに埋め込まれている IP アドレスとポート情報は、既存の

ルーティング情報とネットワーク トポロジに基づいて正しく変換され、必要に応じて、変換

された IP アドレスとポート番号に置き換えられます。

• VoIP トラフィックのピンホールを管理します。 VoIP ネットワークをセキュアに維持するた

めに、メディアまたはシグナリングに使う IP アドレスとポート情報が ALG によって特定さ

れます。また、必要なピンホールがあれば、コールの設定中に動的に作成されたり閉じられ

たりします。

このトピックには以下のセクションがあります。

• MGCP セキュリティ 400ページ

• MGCP 内のエンティティ 400ページ

• コマンド 402ページ

• 応答コード 404ページ

MGCP セキュリティ

MGCP ALG には、次のセキュリティ機能が搭載されています。

• サービス拒否（DoS）攻撃保護。 ALG は、UDP パケット レベル、トランザクション レベル、

コール レベルでステートフル インスペクションを実行します。 RFC 3435 メッセージ形式、

トランザクション状態、およびコール状態に一致する MGCP パケットが処理されます。 その

他すべてのメッセージはドロップされます。

• ゲートウェイとゲートウェイ コントローラ間のセキュリティ ポリシーの実施（シグナリン

グ ポリシー）。

• ゲートウェイ間のセキュリティ ポリシーの実施（メディア ポリシー）。

• ゲートウェイごとの MGCP メッセー フラッディング制御。 ゲートウェイが正しく機能して

いなかったり、ハッカーに侵入されている場合でも、VoIP ネットワーク全体が中断されるこ

とはありません。 ダメージは、ゲートウェイごとのフラッディング制御と一緒に、影響を受

けたゲートウェイ内に閉じ込められます。

• ゲートウェイごとの MGCP 接続フラッディング制御。

• システム障害が発生した場合、コールが（処理中のコールも含めて）スタンバイ ファイア

ウォールに切り替えられる際のシームレスなスイッチオーバー/フェールオーバー。

MGCP 内のエンティティ

MGCP には 4 つの基本エンティティがあります。

• エンドポイント 401ページ

• 接続 401ページ

• コール 401ページ

• コール エージェント 401ページ
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エンドポイント

メディア ゲートウェイはエンドポイントの集まりです。 エンドポイントは、アナログ ライ

ン、トランク、または他のアクセス ポイントでもかまいません。 エンドポイントには、以下

の要素が含まれます。

local-endpoint-name@domain-name

有効なエンドポイント ID として、次のようなものが挙げられます。

group1/Trk8@mynetwork.net

group2/Trk1/*@[192.168.10.8] (wild-carding)

$@voiptel.net (any endpoint within the media gateway)

*@voiptel.net (all endpoints within the media gateway)

接続

接続は、コール設定中に MG によって各エンドポイントで作成されます。 通常の VoIP コール

には 2 つの接続があります。 複雑なコール（3 者間のコールや会議コールなど）には多くの

接続が必要になる場合があります。 MGC は、メディア ゲートウェイに接続を作成、変更、削

除、監査するように指示できます。

接続は、接続 ID によって特定されます。この ID は、接続の作成要求時に MG によって作成

されます。 接続 ID は 16 進数の文字列で表現し、32 文字以内で表記します。

コール

コールは、新しいコールの確立時に MGC によって作成されるコール ID によって特定されま

す。 コール ID は 16 進数の文字列で表現し、32 文字以内で表記します。 コール ID は MGC

内で一意です。 複数の接続が同じコールに属する場合は、同じコール ID を持つことができま

す。

コール エージェント

VoIP ネットワークの信頼性を高めるため、1 つ以上のコール エージェント（メディア ゲート

ウェイ コントローラとも呼ぶ）が MGCP でサポートされています。 例として、2 つのコール

エージェント名を以下に示します。

CallAgent@voipCA.mynetwork.com

voipCA.mynetwork.com

ドメイン名システム（DNS）内の単一のドメイン名によって、複数のネットワーク アドレスを

関連付けることができます。 DNS クエリ/応答データの生存時間（TTL）を追跡し、他の代替

ネットワーク アドレスを使って再伝送を実装すると、MGCP でスイッチオーバーとフェールオー

バーを実現できます。

通知済みエンティティ の概念は、MGCP では不可欠です。 エンドポイントの通知済みエンティ

ティは、現在そのエンドポイントを制御しているコール エージェントです。 エンドポイント

は、すべての MGCP コマンドを通知済みエンティティに送信します。 ただし、別のコール エー

ジェントが MGCP コマンドをこのエンドポイントに送信する場合があります。

通知済みエンティティは起動時に用意された値に設定されますが、MGCP メッセージに含まれる

NotifiedEntity パラメータを使って、コール エージェントが変更することができます。 エン

ドポイントの通知済みエンティティが空である、または明確に設定されていない場合、値はデ
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フォルトで、そのエンドポイント用に最後に正常に受信した非監査 MGCP コマンドのソース ア

ドレスになります。

コマンド

MGCP プロトコルでは、エンドポイントと接続を制御するために 9 個のコマンドが定義されて

います。 すべてのコマンドはコマンド ヘッダーから構成されており、ヘッダーの後にセッショ

ン記述プロトコル（SDP）情報が入っている場合もあります。 コマンド ヘッダーには以下の要

素が含まれています。

• コマンド ライン: コマンドの動詞 + トランザクション ID + エンドポイント ID + MGCP

バージョン

• パラメータ名とその後にパラメータ値が続くゼロ行以上のパラメータ行

402ページの表38 は、サポートされている MGCP コマンドを各コマンドの説明、コマンド構文、

例を入れて一覧にまとめたものです。 コマンド構文の完全な詳細については、RFC 2234 を参

照してください。

表38: MGCP コマンド

例コマンド構文説明コマンド

EPCF 2012 wxx/T2@mynet.com MGCP 1.0B:

e:mu

ReturnCode [PackageList]

EndpointConfiguration

(EndpointId,[BearerInformation])

EndpointConfiguration — コー

ル エージェントが、エンドポイ

ントのライン側で期待される

コーディングの特徴（a-law ま

たは mu-law）をゲートウェイに

通知する場合に使用します。

EPCF

CRCX 1205 aaln/1@gw-25.att.net MGCP

1.0C: A3C47F21456789F0L: p:10,

a:PCMUM: sendrecvX: 0123456789ADR:

L/hdS: L/rgv=0o=- 25678 753849 IN IP4

128.96.41.1s=-c=IN IP4 128.96.41.1t=0

0m=audio 3456 RTP/AVP 0

ReturnCode, [ConnectionId,]

[SpecificEndPointId,]

[LocalConnectionDescriptor,]

[SecondEndPointId,] [SecondConnectionId,]

[PackageList] CreateConnection (CallId,

EndpointId, [NotifiedEntity,]

[LocalConnectionOption,] Mode,

[{RemoteConnectionDescriptor |

SecondEndpoindId},] [encapsulated RQNT,]

[encapsulated EPCF])

CreateConnection — コール

エージェントが、エンドポイン

トを内部に入れてゲートウェイ

との接続を作成するようにゲー

トウェイに指示する場合に使用

します。

CRCX

MDCX 1210 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0C: A3C47F21456789F0I: FDE234C8M:

recvonlyX: 0123456789AER: L/huS:

G/rtv=0o=- 4723891 7428910 IN IP4

128.96.63.25s=-c=IN IP4

128.96.63.25t=0 0m=audio 3456 RTP/AVP

0

ReturnCode, [LocalConnectionDescriptor,]

[PackageList] ModifyConnection (CallId,

EndpointId, ConnectionId, [NotifiedEntity,]

[LocalConnectionOption,] [Mode,]

[RemoteConnectionDescriptor,] [encapsulated

RQNT,] [encapsulated EPCF])

ModifyConnection — コール

エージェントが、既存の接続用

のパラメータを変更するように

ゲートウェイに指示する場合に

使用します。

MDCX
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表38: MGCP コマンド （続き）

例コマンド構文説明コマンド

例 1: MGC -> MG

DLCX 9210 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0C: A3C47F21456789F0I: FDE234C8

例 2: MG -> MGC

DLCX 9310 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0C: A3C47F21456789F0I: FDE234C8E:

900 - Hardware errorP: PS=1245,

OS=62345, PR=780, OR=45123, PL=10,

JI=27, LA=48

ReturnCode, ConnectionParameters,

[PackageList] DeleteConnection (CallId,

EndpointId, ConnectionId, [NotifiedEntity,]

[encapsulated RQNT,] [encapsulated EPCF])

DeleteConnection — コール

エージェントが、既存の接続を

削除するようにゲートウェイに

指示する場合に使用します。

ゲートウェイが持続できない接

続を解除する場合にも使用でき

ます。

DLCX

RQNT 1205 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0N: ca-new@callagent-ca.att.netX:

0123456789AAR: L/hd(A,

E(S(L/dl),R(L/oc,L/hu,D/[0-9#*T](D))))D:

(0T|00T|xx|91xxxxxxxxxx|9011x.T)S:T:

G/ft

ReturnCode, [PackageList]

NotificationRequest[(EndpointId,

[NotifiedEntity,] [RequestedEvents,]

RequestIdentifier, [DigitMap,]

[SignalRequests,] [QuarantineHandling,]

[DetectEvents,] [encapsulated EPCF])

NotificationRequest コマンド

— コール エージェントが特定の

エンドポイントの指定イベント

またはシグナルを監視するよう

MG に指示する場合に使用しま

す。

RQNT

NTFY 2002 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0N: ca@ca1.att.net:5678X:

0123456789ACO:

L/hd,D/9,D/1,D/2,D/0,D/1,D/8,D/2,D/9,D/4,

D/2,D/6,D/6

ReturnCode, [PackageList] Notify (EndpointID,

[NotifiedEntity,] RequestIdentifier,

ObservedEvents)

Notify — ゲートウェイが、要求

イベントまたはシグナルの発生

時間をコール エージェントに通

知する場合に使用します。

NTFY

例 1:

AUEP 1201 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0F: A, R,D,S,X,N,I,T,O

例 2:

AUEP 1200 *@rgw-25.att.net MGCP 1.0

ReturnCode, EndPointIdList, | {

[RequestedEvents,] [QuarantineHandling,]

[DigitMap,] [SignalRequests,]

[RequestedIdentifier,] [NotifiedEntity,]

[ConnectionIdentifier,] [DetectEvents,]

[ObservedEvents,] [EventStats,]

[BearerInformation,] [BearerMethod,]

[RestartDelay,] [ReasonCode,]

[MaxMGCPDatagram,] [Capabilities]}

[PackageList] AuditEndpoint (EndpointId,

[RequestedInfo])

AuditEndpoint — コール エー

ジェントが、エンドポイントの

ステータスを監視する場合に使

用します。

AUEP

AUCX 3003 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0I: 32F345E2F: C,N,L,M,LC,P

ReturnCode, [CallId,] [NotifiedEntity,]

[LocalConnectionOptions,] [Mode,]

[RemoteConnectionDescriptor,]

[LocalConnectionDescriptor,]

[ConnectionParameters,] [PackageList]

AuditConnection (EndpointId, ConnectionId,

RequestedInfo)

AuditConnection — コール エー

ジェントが、接続に使用するパ

ラメータを収集する場合に使い

ます。

AUCX

RSIP 5200 aaln/1@rg2-25.att.net MGCP

1.0RM: gracefulRD: 300

ReturnCode, [NotifiedEntity,] [PackageList]

RestartInProgress (EndpointId, RestartMethod,

[RestartDelay,] [ReasonCode])

RestartInProgress — ゲート

ウェイが、1 つ以上のエンドポ

イントが使用されていない、ま

たは再使用されていることを

コール エージェントに通知する

場合に使用します。

RSIP
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応答コード

コール エージェントまたはゲートウェイによって送信される各コマンドは、正常に送信された

かどうかに関係なく、応答コードが必要です。 応答コードは応答メッセージのヘッダーにあ

り、ヘッダーの後にセッション記述情報を加えることもできます。

応答ヘッダーは応答行から構成されており、その後にはゼロ行以上のパラメータ行が続きます。

各行にはパラメータ名の文字が含まれており、その後には値が続きます。 応答ヘッダーは 3

桁の応答コード、トランザクション ID、およびオプションとしてその後に続くコメントから構

成されています。 次の応答メッセージの応答ヘッダーは、応答コード 200（正常に完了）、そ

の後に ID 1204、およびコメント OK を示したものです。

200 1204 OK

I: FDE234C8

v=0

o=- 25678 753849 IN IP4 128.96.41.1

s=-

c=IN IP4 128.96.41.1

t=0 0

m=audio 3456 RTP/AVP 96

a=rtpmap:96 G726-32/8000

応答コードの範囲は次のように定義されます。

• 000 — 099: 応答が確認されたことを示します。

• 100 — 199: 一時的な応答を示します。

• 200 — 299: 正常に完了したことを示します（最終応答）。

• 400 — 499: 一時エラーを示します（最終応答）。

• 500 — 599: 永続的なエラーを示します（最終応答）。

応答コードの詳細については、RFC 3661 を参照してください。

コマンドへの応答は、現在通知されているエンティティでなく、コマンドのソース アドレスに

送信されます。 メディア ゲートウェイは、さまざまなネットワーク アドレスから同時に MGCP

コマンドを受信し、対応するネットワーク アドレスに応答を送信することができます。 ただ

し、MGCP コマンドはすべて、現在通知されているエンティティに送信されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 405ページのMGCP ALG 構成の概要

• 414ページの例: MGCP ALG を使用した加入者宅でのメディア ゲートウェイの構成

• 421ページの例: MGCP ALG および NAT を使用した 3 ゾーン ISP ホスト サービスの構成
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MGCP ALG 構成の概要

メディア ゲートウェイ制御プロトコル（MGCP ALG）は、デバイスではデフォルトで有効になっ

ています。有効にするために、特にアクションは必要ありません。 ただし、以下の手順に従う

ことで、MGCP ALG の動作を微調整できます。

1. コールが適切に終了しなかった場合に帯域幅を解放します。 406ページの「「例: MGCP ALG

コールの継続時間の設定」」を参照してください。

2. メディア トラフィックなしでコールがアクティブな状態を持続できる時間を制御します。

408ページの「「例: MGCP ALG 非アクティブ メディアのタイムアウトの設定」」を参照して

ください。

3. シグナリング トラフィックを追跡し、タイムアウトしたらクリアします。 409ページの

「「例: MGCP ALG トランザクションのタイムアウトの設定」」を参照してください。

4. サービス拒否（DoS）フラッド攻撃からメディア ゲートウェイを保護します。 411ページの

「「例: MGCP ALG DoS 攻撃保護の構成」」を参照してください。

5. セッションがネットワーク アドレス変換（NAT）モードおよびルート モードの場合は、不

明なメッセージの通過を有効にします。 412ページの「「例: MGCP ALG の不明なメッセージ

タイプの許可」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 399ページのMGCP ALG について

• 414ページの例: MGCP ALG を使用した加入者宅でのメディア ゲートウェイの構成

• 421ページの例: MGCP ALG および NAT を使用した 3 ゾーン ISP ホスト サービスの構成

MGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウト

• MGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて 405ページ

• 例: MGCP ALG コールの継続時間の設定 406ページ

• 例: MGCP ALG 非アクティブ メディアのタイムアウトの設定 408ページ

• 例: MGCP ALG トランザクションのタイムアウトの設定 409ページ

MGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

コールの継続時間機能は、メディア ゲートウェイ制御プロトコル（MGCP）のコール アクティ

ビティを制御し、ネットワーク リソースの管理に役立ちます。

通常は、接続を削除するために接続削除（DLCX）メッセージが送信されます。 MCGP アプリケー

ション レイヤー ゲートウェイ（ALG）はそれを代行受信し、その接続のメディア セッション

をすべて削除します。

コールは、1 つ以上の音声チャネルを持ちます。 各音声チャネルは 2 つのセッション（また

は 2 つのメディア ストリーム）を持ち、1 つはリアルタイム トランスポート プロトコル

（RTP）のトラフィック用で、もう 1 つはリアルタイム制御プロトコル（RTCP）のシグナリン
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グ用です。 デバイスはセッションを管理する際に、各音声チャネルにあるセッションを 1 つ

のグループとみなします。 タイムアウト設定およびコールの継続時間設定は、各セッションで

はなくグループに適用されます。

MGCP コール アクティビティは、以下のパラメータが管理します。

• maximum-call-duration — このパラメータでは、コールの絶対最大長を設定します。 コール

がこのパラメータ設定を超過すると、MGCP ALG はコールをティアダウンし、メディア セッ

ションを解放します。 デフォルト設定は 43200 秒で、範囲は 180 ～ 432000 秒です。 ま

た、この設定は、コールが適切に終了しなかった場合にも帯域幅を解放します。

• inactive-media-timeout — このパラメータでは、グループ内のメディア（RTP または RTCP）

トラフィックなしでコールがアクティブな状態を持続できる最大時間（秒単位）を示します。

このタイムアウトは、コール内で RTP または RTCP パケットが発生するたびにリセットされ

ます。 非アクティブな期間がこの設定を超過すると、メディアに対して開かれた MGCP ALG

ゲートが閉じられます。 デフォルト設定は 120 秒で、範囲は 10 ～ 2550 秒です。 タイム

アウト時は、メディアのためのリソース（セッションとピンホール）は削除されますが、コー

ルは終了されないことに注意してください。

注: inactive-media-timeout 値は、maximum-call-duration 値未満でなければなり

ません。

• transaction-timeout — トランザクションはコマンドであり、その必須応答です。 たとえば、

ゲートウェイからコール エージェントに向かう NTFY や、コール エージェントからゲート

ウェイに向かう 200 OK が挙げられます。 Juniper Networks デバイスは、これらのトラン

ザクションを追跡し、タイムアウトした場合はクリアします。 MGCP トランザクションのタ

イムアウト範囲は 3 ～ 50 秒で、デフォルトは 30 秒です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 399ページのMGCP ALG について

• 405ページのMGCP ALG 構成の概要

• 406ページの例: MGCP ALG コールの継続時間の設定

• 408ページの例: MGCP ALG 非アクティブ メディアのタイムアウトの設定

• 409ページの例: MGCP ALG トランザクションのタイムアウトの設定

例: MGCP ALG コールの継続時間の設定

この例では、MGCP ALG のコールの継続時間を設定する方法を示します。

• 要件 407ページ

• 概要 407ページ

• 構成 407ページ

• 確認 407ページ
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要件

始める前に、MGCP コール アクティビティを制御し、そのネットワーク リソースを管理するた

めに使用するパラメータのタイプを特定します。 405ページの「「MGCP ALG コールの継続時間

およびタイムアウトについて」」を参照してください。

概要

maximum-call-duration パラメータでは、MGCP コール アクティビティを管理し、コールの絶対

最大長を設定します。 コールがこのパラメータ設定を超過すると、MGCP ALG はコールをティ

アダウンし、メディア セッションを解放します。 デフォルト設定は 432000 秒で、範囲は 180

～ 432000 秒です。 また、この設定は、コールが適切に終了しなかった場合にも帯域幅を解放

します。 この例では、コールの継続時間を 180000 秒に設定します。

構成

J-Web 簡単構成 MGCP ALG のコールの継続時間を設定するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Maximum call duration]（コールの最大継続時間）ボックスに、3000 と入力します。

4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

5. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 MGCP ALG のコールの継続時間を設定するには、以下の手順に従います。

1. MGCP ALG コールの継続時間を構成します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp maximum-call-duration 3000

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 405ページのMGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

• 405ページのMGCP ALG 構成の概要
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例: MGCP ALG 非アクティブ メディアのタイムアウトの設定

この例では、MGCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウト値を設定する方法について説

明します。

• 要件 408ページ

• 概要 408ページ

• 構成 408ページ

• 確認 409ページ

要件

始める前に、MGCP コール アクティビティを制御し、そのネットワーク リソースを管理するた

めに使用するパラメータのタイプを特定します。 405ページの「「MGCP ALG コールの継続時間

およびタイムアウトについて」」を参照してください。

概要

inactive-media-timeout パラメータでは、MGCP コール アクティビティを管理し、グループ内

のメディア（RTP または RTCP）トラフィックなしでコールがアクティブな状態を持続できる最

大時間（秒単位）を示します。 このタイムアウトは、コール内で RTP または RTCP パケット

が発生するたびにリセットされます。 非アクティブな期間がこの設定を超過すると、メディア

に対して開かれた MGCP ALG ゲートが閉じられます。 デフォルト設定は 120 秒で、範囲は 10

～ 2550 秒です。 タイムアウト時は、メディアのためのリソース（セッションとピンホール）

は削除されますが、コールは終了されないことに注意してください。 この例では、非アクティ

ブ メディアのタイムアウトを 90 秒に設定します。

構成

J-Web 簡単構成 MGCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトを設定するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Inactive Media Timeout]（非アクティブなメディアのタイムアウト）ボックスに、90 と

入力します。

4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

5. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 MGCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウトを設定するには、以下の手順に従います。

1. MGCP ALG の非アクティブ メディアのタイムアウト値を構成します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp inactive-media-timeout 90

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 405ページのMGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

• 405ページのMGCP ALG 構成の概要

例: MGCP ALG トランザクションのタイムアウトの設定

この例では、MGCP ALG のトランザクションのタイムアウトを設定する方法を示します。

• 要件 409ページ

• 概要 409ページ

• 構成 409ページ

• 確認 410ページ

要件

始める前に、MGCP コール アクティビティを制御し、そのネットワーク リソースを管理するた

めに使用するパラメータのタイプを特定します。 405ページの「「MGCP ALG コールの継続時間

およびタイムアウトについて」」を参照してください。

概要

transaction-timeout パラメータは、MGCP コール アクティビティを管理するシグナリング メッ

セージです。たとえば、ゲートウェイからコール エージェントに向かう NTFY や、コール エー

ジェントからゲートウェイに向かう 200 OK が挙げられます。 Juniper Networks デバイスは、

これらのトランザクションを追跡し、タイムアウトした場合はクリアします。 MGCP トランザ

クションのタイムアウト範囲は 3 ～ 50 秒で、デフォルトは 30 秒です。 この例では、トラ

ンザクションのタイムアウトを 20 秒に設定します。

構成

J-Web 簡単構成 MGCP ALG のトランザクションのタイムアウトを設定するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Transaction Timeout]（トランザクションのタイムアウト）ボックスに、20 と入力しま

す。

4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

5. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。
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ステップごとの手順 MGCP ALG のトランザクションのタイムアウトを設定するには、以下の手順に従います。

1. MGCP ALG のトランザクションのタイムアウト値を構成します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp transaction-timeout 20

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 405ページのMGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

• 405ページのMGCP ALG 構成の概要

MGCP ALG DoS 攻撃保護

• MGCP ALG DoS 攻撃保護について 410ページ

• 例: MGCP ALG DoS 攻撃保護の構成 411ページ

MGCP ALG DoS 攻撃保護について

処理を試みる 1 秒あたりのリモート アクセス サービス（RAS）メッセージおよび接続の数を

制限することによって、サービス拒否（DoS）フラッド攻撃からメディア ゲートウェイ制御プ

ロトコル（MGCP）のメディア ゲートウェイを保護できます。

MGCP メッセージ フラッド保護を構成すると、MGCP アプリケーション レイヤー ゲートウェイ

（ALG）は、設定したしきい値を超えるメッセージをドロップします。 範囲はメディア ゲート

ウェイ当たり毎秒 2 ～ 50,000 メッセージです。また、デフォルトはメディア ゲートウェイ

当たり毎秒 1000 メッセージです。

MGCP 接続フラッド保護を構成すると、MGCP ALG は、設定したしきい値を超える接続要求をド

ロップします。 これにより、CreateConnection（CRCX）コマンドの処理速度が制限されるため、

ピンホールの作成が間接的に制限されます。 範囲はメディア ゲートウェイあたり毎秒 2 ～

10,000 件の接続要求です。デフォルトは 200 件です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 399ページのMGCP ALG について

• 405ページのMGCP ALG 構成の概要

• 411ページの例: MGCP ALG DoS 攻撃保護の構成
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例: MGCP ALG DoS 攻撃保護の構成

この例では、MGCP ALG に対して接続フラッド保護を構成する方法を示します。

• 要件 411ページ

• 概要 411ページ

• 構成 411ページ

• 確認 411ページ

要件

始める前に、DoS フラッド攻撃から MGCP メディア ゲートウェイを保護するかどうかを決定し

ます。 410ページの「「MGCP ALG DoS 攻撃保護について」」を参照してください。

概要

この例では、毎秒 10,000 件を超えるメッセージ要求をドロップし、毎秒 4,000 件を超える接

続要求をドロップするように MGCP ALG を設定します。

構成

J-Web 簡単構成 MGCP ALG に対して接続フラッド保護を構成するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Message flood gatekeeper threshold]（メッセージ フラッドのゲートキーパーしきい値）

ボックスで、10000 と入力します。

4. [Connection flood threshold]（接続フラッドのしきい値）ボックスで、4000 と入力しま

す。

5. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

6. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 MGCP ALG に対して接続フラッド保護を構成するには、以下の手順に従います。

1. 接続フラッドのしきい値を構成します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp application-screen message-flood threshold 10000

user@host# set security alg mgcp application-screen connection-flood threshold 4000

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 410ページのMGCP ALG DoS 攻撃保護について

• 405ページのMGCP ALG 構成の概要

MGCP ALG の不明なメッセージ タイプ

• MGCP ALG の不明なメッセージ タイプについて 412ページ

• 例: MGCP ALG の不明なメッセージ タイプの許可 412ページ

MGCP ALG の不明なメッセージ タイプについて

メディア ゲートウェイ制御プロトコル（MGCP）の進行中の開発に対応するため、新しい MGCP

メッセージ タイプを含むトラフィックの許可が必要になる場合があります。 不明な MGCP メッ

セージ タイプの機能を使用することにより、ネットワーク アドレス変換（NAT）モードおよび

ルート モードの両方で、Juniper Networks デバイスが、不明なメッセージ タイプを含む MGCP

トラフィックを受け入れるように構成することができます。

この機能を使用することで、Juniper Networks デバイスが不明な MGCP メッセージを処理する

方法を指定できます。 デフォルトでは、不明な（サポートされていない）メッセージはドロッ

プされます。 不明なメッセージは、セキュリティを脅かす可能性があります。 ただし、セキュ

ア テストや本番環境では、異なるベンダー装置間の相互運用性の問題を解決するために、この

コマンドが便利な場合があります。 不明な MGCP メッセージを許可することで、ネットワーク

の動作を把握することができるため、後で音声 IP 化（VoIP）トラフィックを分析して、一部

のメッセージがドロップされる理由を特定することができます。

このコマンドは、サポート対象の VoIP パケットとして識別された受信パケットにのみ適用さ

れることに注意してください。 パケットを識別できない場合は、常にドロップされます。 パ

ケットがサポート対象のプロトコルとして識別され、不明なメッセージ タイプを許可するよう

にデバイスを構成している場合、そのメッセージは、処理されずに転送されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 399ページのMGCP ALG について

• 405ページのMGCP ALG 構成の概要

• 412ページの例: MGCP ALG の不明なメッセージ タイプの許可

例: MGCP ALG の不明なメッセージ タイプの許可

この例では、NAT モードとルート モードの両方で、不明な MGCP メッセージ タイプを許可す

るように MGCP ALG を構成する方法について説明します。

• 要件 413ページ

• 概要 413ページ

• 構成 413ページ

• 確認 413ページ
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要件

始める前に、デバイスに対する新しい不明な MGCP メッセージタイプに対応するかどうかを決

定します。 412ページの「「MGCP ALG の不明なメッセージ タイプについて」」を参照してくだ

さい。

概要

この機能を使用することで、Juniper Networks デバイスが不明な MGCP メッセージを処理する

方法を指定できます。 不明なメッセージはセキュリティを脅かす可能性があるため、デフォル

トでは、不明な（サポートされていない）メッセージはドロップされます。 ただし、セキュア

テストや本番環境では、異なるベンダー装置間の相互運用性の問題を解決するために、このコ

マンドが便利な場合があります。

構成

J-Web 簡単構成 不明なメッセージ タイプを許可するように MGCP ALG を構成するには、以下の手順に従いま

す。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Enable Permit NAT applied]（NAT 適用の許可を有効にする） チェック ボックスを選択

します。

4. [Enable Permit routed]（ルーティングの許可を有効にする） チェック ボックスを選択し

ます。

5. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

6. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コ

ミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 不明なメッセージ タイプを許可するように MGCP ALG を構成するには、以下の手順に従いま

す。

1. セッションが NAT モードまたはルート モードの場合は、不明なメッセージ タイプの通

過を許可します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp application-screen unknown-message permit-nat-applied

permit-routed

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 412ページのMGCP ALG の不明なメッセージ タイプについて

• 405ページのMGCP ALG 構成の概要

例: MGCP ALG を使用した加入者宅でのメディア ゲートウェイの構成

この例では、MGCP ALG を使用して加入者宅でメディア ゲートウェイを構成する方法を示しま

す。

• 要件 414ページ

• 概要 414ページ

• 構成 415ページ

• 確認 418ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ゾーンを構成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してくだ

さい。

• アドレスとインターフェースを設定します。 178ページの「「例: アドレス帳とアドレス セッ

トの構成」」を参照してください。

• セキュリティ ポリシーを設定します。 194ページの「「セキュリティ ポリシーの構成の概

要」」を参照してください。

概要

ケーブル サービス プロバイダーが住宅加入者に MGCP サービスを提供する場合は、プロバイ

ダーの敷地内に Juniper Networks のデバイスおよびコール エージェントを配置し、各加入者

の自宅にセットトップ ボックスを設置します。 このセットトップ ボックスが住宅のゲート

ウェイとして機能します。

顧客に対して external_subscriber という名前のゾーンを作成し、サービス プロバイダーに

internal_ca という名前のゾーンを作成したら、アドレスとインターフェースを設定し、最後

にエンドポイント間のシグナリングを許可するポリシーを構成します。 ゲートウェイが異なる

ゾーンに存在するためにメディア トラフィックのポリシーが必要になることはよくあります

が、この例では両方のゲートウェイが同じサブネットにあることに注意してください。 また、

ゲートウェイ間の RTP トラフィックはデバイスを通過しないので、メディアにはポリシーが必

要ないことにも注意してください。 415ページの図33 を参照してください。
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図 33: 加入者宅のメディア ゲートウェイ

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone external-subscriber host-inbound-traffic system-services

all

set security zones security-zone external-subscriber host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone internal-ca host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone internal-ca host-inbound-traffic protocols all

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.1/24

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet

set security zones security-zone external-subscriber interfaces ge-0/0/0

set security zones security-zone internal-ca interfaces ge-0/0/1

set security address-book book1 address ca-agent 110.1.1.101/32

set security address-book book1 attach zone internal-ca

set security address-book book2 address subscriber-subnet 2.2.2.1/24

set security address-book book2 attach zone external-subscriber

set security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers match source-address ca-agent-1
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set security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers match destination-address subscriber-subnet

set security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers match application junos-mgcp

set security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers then permit

set security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca match source-address subscriber-subnet

set security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca match destination-address ca-agent-1

set security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca match application junos-mgcp

set security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca then permit

set security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca match

source-address any

set security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca match

destination-address any

set security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca match

application any

set security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca then

permit

set security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber policy

intra-subscriber match source-address any

set security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber policy

intra-subscriber match destination-address any

set security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber policy

intra-subscriber match application any

set security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber policy

intra-subscriber then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

MGCP ALG を使用して加入者宅でメディア ゲートウェイを構成するには、以下の手順に従いま

す。

1. 顧客とサービス プロバイダに対してセキュリティ ゾーンを作成します。

[edit security zones security-zone external-subscriber]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

user@host# set host-inbound-traffic protocols all

[edit security zones security-zone internal-ca]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

user@host# set host-inbound-traffic protocols all

2. ゾーンに対してインターフェースを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone external-subscriber interfaces ge-0/0/0

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet

user@host# set security zones security-zone internal-ca interfaces ge-0/0/1

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.1/24
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3. アドレス帳を構成して、ゾーンをアドレス帳に関連付けます。

[edit security address-book book1]

user@host# set address ca-agent 110.1.1.101/32

user@host# set attach zone internal-ca

[edit security address-book book2]

user@host# set address subscriber-subnet 2.2.2.1/24

user@host# set attach zone external-subscriber

4. 内部ゾーンから外部ゾーンに向かうトラフィックのポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers]

user@host# edit match source-address ca-agent-1

user@host# set match destination-address subscriber-subnet

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

5. 外部ゾーンから内部ゾーンに向かうトラフィックのポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca]

user@host# edit match source-address subscriber-subnet

user@host# set match destination-address ca-agent-1

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

6. 2 つの内部ゾーン間のトラフィックに対してポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca]

user@host# edit match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application any

user@host# set then permit

7. 2 つの外部ゾーン間のトラフィックに対してポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber

policy intra-subscriber]

user@host# edit match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application any

user@host# set then permit

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

from-zone internal-ca to-zone external-subscriber {

policy ca-to-subscribers {

match {

source-address ca-agent-1;

destination-address subscriber-subnet;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}
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}

from-zone external-subscriber to-zone internal-ca {

policy subscriber-to-ca {

match {

source-address subscriber-subnet;

destination-address ca-agent-1;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone internal-ca to-zone internal-ca {

policy intra-ca {

match {

ssource-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber {

policy intra-subscriber {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• MGCP ALG の確認 418ページ

• MGCP ALG コールの確認 419ページ

• MGCP ALG エンドポイントの確認 419ページ

• MGCP ALG カウンタの確認 420ページ

MGCP ALG の確認

目的 MGCP ALG の検証オプションを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg mgcp ? コマンドを入力します。
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user@host> show security alg mgcp ?

Possible completions:

calls Show MGCP calls

counters Show MGCP counters

endpoints Show MGCP endpoints

意味 出力には、すべての MGCP 検証パラメータのリストが表示されます。 以下の情報を確認しま

す。

• すべての MGCP コール

• すべての MGCP コールのカウンタ

• すべての MGCP エンドポイントに関する情報

MGCP ALG コールの確認

目的 アクティブな MGCP コールに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show security alg mgcp calls コマンドを入力します。

user@host> show security alg mgcp calls

Endpoint@GW Zone Call ID RM Group

d001@101.50.10.1 Trust 10d55b81140e0f76 512

Connection Id> 0

Local SDP> o: 101.50.10.1 x_o: 101.50.10.1

c: 101.50.10.1/32206 x_c: 101.50.10.1/32206

Remote SDP> c: 3.3.3.5/16928 x_c: 3.3.3.5/16928

Endpoint@GW Zone Call ID RM Group

d001@3.3.3.5 Untrust 3a104e9b41a7c4c9 511

Connection Id> 0

Local SDP> o: 3.3.3.5 x_o: 3.3.3.5

c: 3.3.3.5/16928 x_c: 3.3.3.5/16928

Remote SDP> c: 101.50.10.1/32206 x_c: 101.50.10.1/32206

意味 出力には、すべての MGCP コールに関する情報が表示されます。 以下の情報を確認します。

• エンドポイント

• ゾーン

• コール ID

• リソース マネージャ グループ

MGCP ALG エンドポイントの確認

目的 MGCP エンドポイントに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show security alg mgcp endpoints コマンドを入力します。

user@host> show security alg mgcp endpoints

Gateway: 101.50.10.1 Zone: Trust IP: 101.50.10.1 -> 101.50.10.1

Endpoint Trans # Call # Notified Entity

d001 1 1 0.0.0.0/0->0.0.0.0/0

Gateway: 3.3.3.5 Zone: Untrust IP: 3.3.3.5 -> 3.3.3.5
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Endpoint Trans # Call # Notified Entity

d001 1 1 0.0.0.0/0->0.0.0.0/0

意味 出力には、すべての MGCP エンドポイントに関する情報が表示されます。 以下の情報を確認し

ます。

• 両方のエンドポイントのゲートウェイ IP アドレスとゾーン

• 各ゲートウェイのエンドポイント ID、トランザクション番号、コール番号、および通知され

たエンティティ

MGCP ALG カウンタの確認

目的 MGCP カウンタに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show security alg mgcp counters コマンドを入力します。

user@host> show security alg mgcp counters

MGCP counters summary:

Packets received :284

Packets dropped :0

Message received :284

Number of connections :4

Number of active connections :3

Number of calls :4

Number of active calls :3

Number of transactions :121

Number of active transactions:52

Number of re-transmission :68

MGCP Error Counters:

Unknown-method :0

Decoding error :0

Transaction error :0

Call error :0

Connection error :0

Connection flood drop :0

Message flood drop :0

IP resolve error :0

NAT error :0

Resource manager error :0

MGCP Packet Counters:

CRCX :4 MDCX :9 DLCX :2

AUEP :1 AUCX :0 NTFY :43

RSIP :79 EPCF :0 RQNT :51

000-199 :0 200-299 :95 300-999 :0

意味 出力には、すべての MGCP カウンタに関する情報が表示されます。 以下の情報を確認します。

• MGCP カウンタのサマリー

• MGCP エラー カウンタ

• MGCP パケット カウンタ

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 399ページのMGCP ALG について
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• 405ページのMGCP ALG 構成の概要

例: MGCP ALG および NAT を使用した 3 ゾーン ISP ホスト サービスの構成

この例では、MGCP ALG および NAT を使用して 3 ゾーン構成を設定する方法を示します。

• 要件 421ページ

• 概要 421ページ

• 構成 422ページ

• 確認 430ページ

要件

始める前に、MGCP ALG を使用した NAT サポートについて理解しておきます。 399ページの

「「MGCP ALG について」」を参照してください。

概要

通常、3 ゾーン構成を使用するのは、ある場所にある ISP が、異なる場所にある 2 つのネッ

トワークにサービスを提供する場合です。

この例（422ページの図34 を参照）では、アメリカ西海岸にある ISP が、アジアとサンフラン

シスコにある個別のネットワークの顧客に MGCP サービスを提供します。 アジアの顧客は

asia-3 ゾーンにおり、asia-gw ゲートウェイによってサポートされています。サンフランシス

コの顧客は sf-2 ゾーンにおり、sf-gw ゲートウェイによってサポートされています。 コール

エージェント west-ca は DMZ にあります。 421ページの表39 は、ゲートウェイおよびコール

エージェントを示したものです。また、対応する IP アドレス、インターフェース、およびゾー

ンも示しています。

表39: 3 ゾーン ISP ホスト サービス

ゾーンインターフェースIP アドレスゲートウェイ

sf-2ge-0/0/0192.168.3.201sf-gw

asia-3ge-0/0/13.3.3.101asia-gw

DMZge-0/0/210.1.1.101west-ca

この例では、ゲートウェイとコール エージェントに対してゾーンを作成し、アドレスを設定し

た後で、そのゾーンをインターフェースに関連付けます。次に、コール エージェントに静的

NAT を構成し、sf-2 ゾーンの IP 電話から asia-3 ゾーンの電話への通信のためにソース NAT

を構成します。 また、通信を許可するゾーン間のポリシーも構成します。
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図 34: 3 ゾーン ISP ホスト サービス

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 192.168.3.10/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 3.3.3.10/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.1.1.2/24

set security zones security-zone sf-2 interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone asia-3 interfaces ge-0/0/1.0

set security zones security-zone dmz interfaces ge-0/0/2.0

set security address-book book1 address sf-gw 192.168.3.201/32

set security address-book book1 attach zone sf-2

set security address-book book2 address asia-gw 3.3.3.101/32

set security address-book book2 attach zone asia-3

set security address-book book3 address west-ca 10.1.1.101/32

set security address-book book3 attach zone dmz

set security nat source pool ip-phone-pool address 3.3.3.20/32

set security nat source rule-set phones from zone sf-2

set security nat source rule-set phones to zone asia-3

set security nat source rule-set phones rule phone1 match source-address 192.168.3.10/32

set security nat source rule-set phones rule phone1 match destination 3.3.3.101/32

set security nat source rule-set phones rule phone1 then source-nat pool ip-phone-pool

set security nat static rule-set to-callagent from zone asia-3

set security nat static rule-set to-callagent rule phone1 match destination-address

3.3.3.101/32

set security nat static rule-set to-callagent rule phone1 then static-nat prefix

10.1.1.101/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 3.3.3.101/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 3.3.3.20/32

set security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3 match

source-address west-ca
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set security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3 match

destination-address asia-gw

set security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3 match

application junos-mgcp

set security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3 then permit

set security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz match

source-address asia-gw

set security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz match

destination-address west-ca

set security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz match

application junos-mgcp

set security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz then permit

set security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz match source-address

sf-gw

set security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz match

destination-address west-ca

set security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz match application

junos-mgcp

set security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz then permit

set security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2 match source-address

west-ca

set security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2 match

destination-address sf-gw

set security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2 match application

junos-mgcp

set security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2 then permit

set security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3 match

source-address sf-gw

set security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3 match

destination-address asia-gw

set security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3 match

application junos-mgcp

set security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3 then permit

set security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2 match

source-address asia-gw

set security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2 match

destination sf-gw

set security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2 match

application junos-mgcp

set security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2 then permit

set security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2 match source-address

any

set security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2 match

destination-address any

set security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2 match application

any

set security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2 then permit

set security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3 match

source-address any

set security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3 match

destination-address any

set security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3 match

application any

set security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3 then permit
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

MGCP ALG および NAT を使用して 3 ゾーン構成を設定するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 192.168.3.10/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 3.3.3.10/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.1.1.2/24

2. セキュリティ ゾーンを作成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone sf-2 interfaces ge-0/0/0

user@host# set security-zone asia-3 interfaces ge-0/0/1

user@host# set security-zone dmz interfaces ge-0/0/2

3. アドレス帳を作成し、ゾーンをアドレス帳に割り当てます。

[edit security address-book book1]

user@host# set address sf-gw 192.168.3.201/32

user@host# set attach zone sf-2

[edit security address-book book2]

user@host# set address asia-gw 3.3.3.101/32

user@host# set attach zone asia-3

[edit security address-book book3]

user@host# set address west-ca 10.1.1.101/32

user@host# set attach zone dmz

4. 静的 NAT ルール セットを作成し、そのルール セットの一致条件とアクションを設定し

ます。

[edit security nat static rule-set to-callagent]

user@host# set from zone asia-3

user@host# set rule phone1 match destination-address 3.3.3.101/32

user@host# set rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.101/32

5. インターフェース ge-0/0/1.0 のアドレス 3.3.3.101/32 に対してプロキシ ARP を構成し

ます。

[edit security nat ]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 3.3.3.101/32

6. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat]

user@host# set source pool ip-phone-pool address 3.3.3.20/32

7. ソース NAT ルール セットを作成し、そのルール セットの一致条件とアクションを設定

します。

[edit security nat source rule-set phones]

user@host# set from zone sf-2

user@host# set to zone asia-3

user@host# set rule phone1 match source-address 192.168.3.10/32

user@host# set rule phone1 match destination-address 3.3.3.101/32

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.424

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/swconfig-cli/swconfig-cli.pdf


user@host# set rule phone1 then source-nat pool ip-phone-pool

8. インターフェース ge-0/0/1.0 のアドレス 3.3.3.20/32 に対してプロキシ ARP を構成し

ます。

[edit security nat ]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 3.3.3.20/32

9. DMZ からアジアに向かうトラフィックを許可するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3]

user@host# set match source-address west-ca

user@host# set match destination-address asia-gw

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

10. アジアから DMZ に向かうトラフィックを許可するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz]

user@host# set match source-address asia-gw

user@host# set match destination-address west-ca

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

11. サンフランシスコから DMZ に向かうトラフィックを許可するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz]

user@host# set match source-address sf-gw

user@host# set match destination-address west-ca

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

12. DMZ からサンフランシスコに向かうトラフィックを許可するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2]

user@host# set match source-address west-ca

user@host# set match destination-address sf-gw

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

13. サンフランシスコからアジアに向かうトラフィックを許可するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3]

user@host# set match source-address sf-gw

user@host# set match destination-address asia-gw

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

14. アジアからサンフランシスコに向かうトラフィックを許可するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2]

user@host# set match source-address asia-gw

user@host# set match destination-address sf-gw

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

15. サンフランシスコの範囲内のデバイスでトラフィックを許可するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application any
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user@host# set then permit

16. アジアの範囲内のデバイスでトラフィックを許可するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application any

user@host# set then permit

結果 構成モードで、show interfaces、show security zones、show security address-book、show

security nat、および show security policies の各コマンドを入力して構成内容を確認します。

出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.3.10/24;

}

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 3.3.3.10/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.2/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone sf-2 {

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone asia-3 {

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

security-zone dmz {

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

[edit]

user@host# show security address-book
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book1 {

address sf-gw 192.168.3.201/32;

attach {

zone sf-2;

}

}

book2 {

address asia-gw 3.3.3.101/32;

attach {

zone asia-3;

}

}

book3 {

address west-ca 10.1.1.101/32;

attach {

zone dmz;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool ip-phone-pool {

address {

3.3.3.20/32;

}

}

rule-set phones {

from zone sf-2;

to zone asia-3;

rule phone1 {

match {

source-address 192.168.3.10/32;

destination-address 3.3.3.101/32;

}

then {

source-nat {

pool {

ip-phone-pool;

}

}

}

}

}

}

static {

rule-set to-callagent {

from zone asia-3;

rule phone1 {

match {

destination-address 3.3.3.101/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.101/32;

}

}

}
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}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

3.3.3.101/32;

3.3.3.20/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone dmz to-zone asia-3 {

policy pol-dmz-to-asia-3 {

match {

source-address west-ca;

destination-address asia-gw;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone asia-3 to-zone dmz {

policy pol-asia-3-to-dmz {

match {

source-address asia-gw;

destination-address west-ca;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone sf-2 to-zone dmz {

policy pol-sf-2-to-dmz {

match {

source-address sf-gw;

destination-address west-ca;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone dmz to-zone sf-2 {

policy pol-dmz-to-sf-2 {

match {

source-address west-ca;

destination-address sf-gw;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;
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}

}

}

from-zone sf-2 to-zone asia-3 {

policy pol-sf-2-to-asia-3 {

match {

source-address sf-gw;

destination-address asia-gw;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone asia-3 to-zone sf-2 {

policy pol-asia-3-to-sf-2 {

match {

source-address asia-gw;

destination-address sf-gw;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone sf-2 to-zone sf-2 {

policy pol-intra-sf-2 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone asia-3 to-zone asia-3 {

policy pol-intra-asia-3 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• MGCP ALG の確認 430ページ

• MGCP コールの確認 430ページ

• MGCP ALG 統計の確認 430ページ

• MGCP エンドポイントの確認 430ページ

MGCP ALG の確認

目的 MGCP ALG が有効になっているかどうか確認します。

アクション 動作モードで、show security alg status | match mgcp コマンドを入力します。

MGCP コールの確認

目的 現在アクティブな MGCP コールを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg mgcp calls コマンドを入力します。

MGCP ALG 統計の確認

目的 MGCP ALG 統計を確認します。

アクション 動作モードで、show security alg mgcp counters コマンドを入力します。

MGCP エンドポイントの確認

目的 MGCP エンドポイントを確認します。

アクション 動作モードで、show security alg mgcp endpoints コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1548ページの静的 NAT 構成の概要

• 1577ページのソース NAT について
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第17章

RPC ALG

• RPC ALG について 431ページ

• Sun RPC ALG 432ページ

• Microsoft RPC ALG 435ページ

RPC ALG について

Junos OS は、基本的なリモート プロシージャ コール アプリケーション レイヤー ゲートウェ

イ（RPC ALG）サービスをサポートしています。 RPC は、あるアドレス空間で動作するアプリ

ケーションが、別のアドレス空間で動作するアプリケーションのリソースにアクセスできるよ

うにするプロトコルです。このリソースは、最初のアドレス空間のローカル リソースであるか

のように振る舞います。 RPC ALGは、RPC パケット処理を担当します。

Junos OS の RPC ALG は、以下のサービスと機能をサポートしています。

• Sun Microsystems RPC オープン ネットワーク コンピューティング（ONC）

• Microsoft RPC 分散コンピューティング環境（DCE）

• 動的ポート ネゴシエーション

• 特定の RPC サービスを許可または拒否する機能

• 静的ネットワーク アドレス変換（NAT）およびソース NAT（ポート変換なし）

• セキュリティ ポリシーでの RPC アプリケーション

NFS や Microsoft Outlook など、RPC ベースのアプリケーションを実行する必要がある場合

は、RPC ALG を使用します。 RPC ALG 機能は、デフォルトで有効になっています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 265ページのALG の概要

• 432ページのSun RPC ALG について

• 435ページのMicrosoft RPC ALG について
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Sun RPC ALG

• Sun RPC ALG について 432ページ

• Sun RPC ALG の有効化（J-Web での手順） 433ページ

• Sun RPC ALG の有効化（CLI での手順） 433ページ

• Sun RPC サービスおよびアプリケーション 433ページ

Sun RPC ALG について

Sun Microsystems リモート プロシージャ コール（Sun RPC）は、オープン ネットワーク コ

ンピューティング リモート プロシージャ コール（ONC RPC）とも呼ばれ、あるホストで実行

されているプログラム側から、別のホストで実行されているプログラムのプロシージャを呼び

出す手段です。 RPC サービスの数は多く、ブロードキャストが必要なため、RPC サービスのト

ランスポート アドレスはそのサービスのプログラム番号とバージョン番号に基づいて動的にネ

ゴシエートされます。 RPC プログラムの番号とバージョン番号をトランスポート アドレスに

マッピングするために、複数のバインディング プロトコルが定義されています。

Junos OS は、事前定義済みサービスとして Sun RPC をサポートしているため、構成したセキュ

リティ ポリシーに基づいてトラフィックを許可したり拒否したりできます。 アプリケーショ

ン レイヤー ゲートウェイ（ALG）によって、Sun RPC の動的トランスポート アドレスのネゴ

シエーション メカニズムを処理する機能と、プログラム番号に基づいてセキュリティ ポリシー

を実施する機能が、Juniper Networks デバイスに提供されます。 RPC 要求をすべて許可また

は拒否するセキュリティ ポリシーや、特定のプログラム番号で RPC 要求を許可または拒否す

るセキュリティ ポリシーを定義できます。 また、ALG は受信した要求と送信した要求につい

て、ルート モードとネットワーク アドレス変換（NAT）モードをサポートします。

アプリケーションまたは PC クライアントがリモート サービスを呼び出す場合は、サービスの

トランスポート アドレスを特定する必要があります。 TCP/UDP の場合、アドレスはポート番

号です。 この場合の一般的な手順は以下のとおりです。

1. クライアントが、リモート マシン上の RPCBIND サービスに GETPORT メッセージを送信し

ます。 GETPORT メッセージには、プログラム番号と、呼び出しを試行するリモート サービ

スのバージョン番号およびプロシージャ番号が含まれています。

2. RPCBIND サービスがポート番号で応答します。

3. 返されたポート番号を使用して、クライアントがリモート サービスを呼び出します。

4. リモート サービスがクライアントに応答します。

また、クライアントは CALLIT メッセージを使用して、リモート サービスのポート番号を特定

することなくそのサービスを直接呼び出すこともできます。 この場合、手順は以下のようにな

ります。

1. クライアントが、リモート マシン上の RPCBIND サービスに CALLIT メッセージを送信しま

す。 CALLIT メッセージには、プログラム番号と、呼び出しを試行するリモート サービス

のバージョン番号およびプロシージャ番号が含まれています。

2. RPCBIND がクライアントのサービスを呼び出します。
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3. 呼び出しが成功すると、RCPBIND がクライアントに応答します。 応答には、呼び出しの結

果とサービスのポート番号が含まれています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 431ページのRPC ALG について

• 433ページのSun RPC ALG の有効化（J-Web での手順）

• 433ページのSun RPC ALG の有効化（CLI での手順）

• 434ページのSun RPC サービスについて

• 435ページのMicrosoft RPC ALG について

Sun RPC ALG の有効化（J-Web での手順）

Sun RPC ALG はデフォルトで有効になっており、構成は必要ありません。

RPC ALG を無効化または再有効化するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [Enable SUNRPC]（SUNRPC の有効化）チェック ボックスを選択します。

3. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存したら、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 432ページのSun RPC ALG について

• 433ページのSun RPC ALG の有効化（CLI での手順）

Sun RPC ALG の有効化（CLI での手順）

Sun RPC ALG はデフォルトで有効になっており、構成は必要ありません。

Sun RPC ALG を無効にするには、以下のコマンドを入力します。

user@host# set security alg sunrpc disable

Sun RPC ALG を再有効化するには、以下のコマンドを入力します。

user@host# delete security alg sunrpc

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 432ページのSun RPC ALG について

• 433ページのSun RPC ALG の有効化（J-Web での手順）

Sun RPC サービスおよびアプリケーション

• Sun RPC サービスについて 434ページ

• Sun RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI での手順） 435ページ
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Sun RPC サービスについて

事前定義済みの Sun RPC サービスとして、以下のものが挙げられます。

• junos-sun-rpc-portmap-tcp

• junos-sun-rpc-portmap

• junos-sun-rpc-portmap-udp

Sun RPC ALG は、以下の方法を使用して適用できます。

• ALG デフォルト アプリケーション — ポリシーで、以下の事前定義済みアプリケーション

セットのいずれかを制御とデータ接続に使用します。

• application-set junos-sun-rpc（制御セッション用）

• application-set junos-sun-rpc-portmap（データ セッション用）

• デフォルトの制御アプリケーション — junos-sun-rpc を使用して、以下のように事前定義済

みの制御を使用します。

• データ用のアプリケーション（USER_DEFINED_DATA）を作成します。 独自のデータ セット

（my_rpc_application_set など）を作成して、ポリシーで使用することができます。

• 以下の制御用事前定義済みアプリケーション セットとカスタマイズされたデータ アプリ

ケーションをポリシーで使用します。

• junos-sun-rpc

• USER_DEFINED_DATA

• カスタム制御アプリケーションおよびカスタム データ アプリケーション — 以下のように、

カスタマイズされたアプリケーションを使用します。

• 制御用のアプリケーション（USER_DEFINED_CONTROL）とデータ用のアプリケーション

（USER_DEFINED_DATA）を作成します。

• ポリシーで、以下の制御用ユーザー定義アプリケーション セットとカスタマイズされた

データ アプリケーションを使用します。

• USER_DEFINED_CONTROL

• USER_DEFINED_DATA

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 432ページのSun RPC ALG について

• 435ページのSun RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI での手順）

• 437ページのMicrosoft RPC サービスについて
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Sun RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI での手順）

すべての Sun RPC アプリケーションは、事前定義済みのアプリケーション セットを使用して

カスタマイズできます。

たとえば、制御セッションだけを開き、データ セッションを許可しないように、以下のように

アプリケーションをカスタマイズできます。

application-set junos-sun-rpc {

application junos-sun-rpc-tcp;

application junos-sun-rpc-udp;

}

以下の例では、事前定義済みのアプリケーション セットは、データ セッションだけを許可し

ます。 制御セッションなしでは機能しません。

application-set junos-sun-rpc-portmap {

application junos-sun-rpc-portmap-tcp;

application junos-sun-rpc-portmap-udp;

}

事前定義済みのアプリケーション セットを使用して、すべての Sun RPC アプリケーションを

カスタマイズするには、以下のようにポリシーで両方のアプリケーション セットを使用しま

す。

application-set [junos-sun-rpc junos-sun-rpc-portmap]

注: MS RPC アプリケーションは、SUN RPC アプリケーションと同じ方法でカスタマ

イズします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 432ページのSun RPC ALG について

• 437ページのMicrosoft RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI での手順）

Microsoft RPC ALG

• Microsoft RPC ALG について 435ページ

• Microsoft RPC ALG の有効化（J-Web での手順） 436ページ

• Microsoft RPC ALG の有効化（CLI での手順） 436ページ

• Microsoft RPC サービスおよびアプリケーション 437ページ

• Microsoft RPC ALG テーブルの確認 438ページ

Microsoft RPC ALG について

Microsoft リモート プロシージャ コール（MS RPC）は、分散コンピューティング環境（DCE）

RPC の Microsoft による実装です。 MS RPC は Sun RPC と同様に、あるホストで実行されて

いるプログラム側から別のホストで実行されているプログラムにあるプロシージャを呼び出す

手段です。 RPC サービスの数は多く、ブロードキャストが必要なため、RPC サービスのトラン

スポート アドレスはそのサービスのプログラムのユニバーサル固有識別子（UUID）に基づいて
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動的にネゴシエートされます。 具体的な UUID は、トランスポート アドレスにマッピングさ

れます。

Junos OS を実行する Junos OS デバイスは、事前定義済みサービスとして MS RPC をサポート

するため、構成したポリシーに基づいてトラフィックを許可したり拒否したりできます。 アプ

リケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）によって、MS RPC の動的トランスポート アドレ

スのネゴシエーション メカニズムを処理する機能と、UUID に基づいてセキュリティ ポリシー

を実施する機能が、Juniper Networks デバイスに提供されます。 RPC 要求をすべて許可また

は拒否するセキュリティ ポリシーや、特定の UUID 番号で RPC 要求を許可または拒否するセ

キュリティ ポリシーを定義できます。 また、ALG は受信した要求と送信した要求について、

ルート モードとネットワーク アドレス変換（NAT）モードをサポートします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 431ページのRPC ALG について

• 436ページのMicrosoft RPC ALG の有効化（J-Web での手順）

• 436ページのMicrosoft RPC ALG の有効化（CLI での手順）

• 437ページのMicrosoft RPC サービスについて

• 432ページのSun RPC ALG について

• 438ページのMicrosoft RPC ALG テーブルの確認

Microsoft RPC ALG の有効化（J-Web での手順）

MS RPC ALG はデフォルトで有効になっており、構成は必要ありません。

Microsoft ALG を無効化または再有効化するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[ALG] の順に選択します。

2. [Enable MSRPC]（MSRPC の有効化）チェック ボックスを選択します。

3. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存したら、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 435ページのMicrosoft RPC ALG について

• 436ページのMicrosoft RPC ALG の有効化（CLI での手順）

• 438ページのMicrosoft RPC ALG テーブルの確認

Microsoft RPC ALG の有効化（CLI での手順）

MS RPC ALG はデフォルトで有効になっており、構成は必要ありません。

Microsoft RPC ALG を無効にするには、以下のコマンドを入力します。

user@host# set security alg msrpc disable
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Microsoft RPC ALG を再有効化するには、以下のコマンドを入力します。

user@host# delete security alg msrpc

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 435ページのMicrosoft RPC ALG について

• 436ページのMicrosoft RPC ALG の有効化（J-Web での手順）

• 438ページのMicrosoft RPC ALG テーブルの確認

Microsoft RPC サービスおよびアプリケーション

• Microsoft RPC サービスについて 437ページ

• Microsoft RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI での手順） 437ページ

Microsoft RPC サービスについて

事前定義済みの MS RPC サービスとして、以下のものが挙げられます。

• junos-ms-rpc-portmap

• junos-ms-rpc-portmap-tcp

• junos-ms-rpc-portmap-udp

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 435ページのMicrosoft RPC ALG について

• 437ページのMicrosoft RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI での手順）

• 434ページのSun RPC サービスについて

Microsoft RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI での手順）

MS RPC アプリケーションは、SUN RPC アプリケーションと同じ方法でカスタマイズします。

セキュリティ ポリシーの MS RPC サービスとして、以下のものが挙げられます。

• 0e4a0156-dd5d-11d2-8c2f-00c04fb6bcde

• 1453c42c-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b

• 10f24e8e-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b

• 1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04fd7bd09

対応する TCP/UDP ポートは動的です。 これらを許可するには、各番号について以下のステー

トメントを使用します。

set applications application-name term term-name uuid hex-number

ALG は、前記の 4 つの UUID に基づいて動的にネゴシエートされた TCP/UDP ポートにプログ

ラム番号をマッピングし、構成したポリシーに基づいてサービスを許可または拒否します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 437ページのMicrosoft RPC サービスについて

• 435ページのSun RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI での手順）

• 438ページのMicrosoft RPC ALG テーブルの確認

Microsoft RPC ALG テーブルの確認

目的 Microsoft RPC ALG を確認するには、Microsoft ユニバーサル固有識別子からオブジェクト ID

への（UUID-to-OID）マッピング テーブルを表示します。 Microsoft RPC ALG は、TCP ポート

135 でパケットを監視します。

アクション CLI で、show security alg msrpc object-id-map コマンドを入力します。

user@host> show security alg msrpc object-id-map

UUID OID

1be617c0-31a5-11cf-a7d8-00805f48a135 0x80000020

e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 0x80000002

67df7c70-0f04-11ce-b13f-00aa003bac6c 0x80000014

注: show security alg msrpc object-id-map CLI コマンドには、シャーシ クラスタ

ノード オプションが用意されています。これにより、特定のノードに出力を制限し

たり、クラスタ全体にクエリを実行したりできます。 show security alg msrpc

object-id-map node CLI コマンドのオプションは、<node-id | all | local | primary>

です。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 436ページのMicrosoft RPC ALG の有効化（J-Web での手順）

• 436ページのMicrosoft RPC ALG の有効化（CLI での手順）

• 437ページのMicrosoft RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI での手順）
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第6部

ユーザー認証

• ファイアウォール ユーザー認証 441ページ

• インフラネット認証 473ページ
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第18章

ファイアウォール ユーザー認証

• ファイアウォール ユーザー認証の概要 441ページ

• パススルー認証 442ページ

• Web 認証 449ページ

• 外部認証 457ページ

• ファイアウォール認証のクライアント グループ 467ページ

• ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ 470ページ

ファイアウォール ユーザー認証の概要

ファイアウォール ユーザーとは、ファイアウォールを越えた接続を行うときに、認証のために

ユーザー名とパスワードを提供しなければならないネットワーク ユーザーです。 Junos OS で

は、管理者は、ファイアウォール ユーザーのソース IP アドレスなどの認証情報に基づき、

ファイアウォール ユーザーがファイアウォールの向こう側の保護されたリソース（異なるゾー

ン）にアクセスすることを制限したり許可したりできます。

注: Junos OS では、管理者とポイントツーポイント プロトコル（PPP）ユーザー

タイプもサポートしています。

ファイアウォール ユーザーを定義すると、ユーザーに次の 2 つの認証スキームのどちらかで

自身を認証することを要求するポリシーを作成することができます。

• パススルー認証 — あるゾーンからのホストまたはユーザーが、他のゾーンにあるリソースに

アクセスしようと試みます。 保護されたリソースの IP アドレスにアクセスし、ファイア

ウォールによる認証を得るためには、FTP、Telnet、または HTTP クライアントを使用する必

要があります。 デバイスは FTP、Telenet または HTTP を使って、ユーザー名とパスワード

情報を収集し、ユーザーやホストから発生するその後のトラフィックは、この認証結果に基

づき、許可または拒否されます。

• Web 認証 — ユーザーは、Web 認証が有効に設定されているデバイス上の IP アドレスに、

HTTP を使って接続しようと試みます。この場合、保護されたリソースの IP アドレスの取得

には HTTP を使用しません。 デバイスで検証されたユーザー名とパスワードを入力するよう

要求されます。 ユーザーやホストから発生するその後の保護リソースへのトラフィックは、

この認証結果に基づき、許可または拒否されます。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 442ページのパススルー認証について

• 449ページのWeb 認証について

• 457ページの外部認証サーバーについて

• 467ページのファイアウォール認証のクライアント グループについて

• 470ページのファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて

パススルー認証

• パススルー認証について 442ページ

• 例: パススルー認証の構成 443ページ

パススルー認証について

パススルー ユーザー認証では、ユーザーが認証を要求するポリシーを持つ HTTP、FTP、または

Telnet 接続要求を開始しようとすると、デバイスが要求を代行受信して、ユーザーに名前とパ

スワードを入力するよう要求します。 許可を与える前に、デバイスは、442ページの図35 に示

すように、ユーザー名とパスワードを、ローカル データベースまたは外部認証サーバーに保存

されているものと照合します。

注: IPv4 アドレスの割り当てには、ファミリー inet を使用します。 IPv6 アドレ

スの割り当てには、ファミリー inet6 を使用します。 インターフェースは、IPv4

アドレスおよび IPv6 アドレスの両方を使用して構成できます。 簡略化のため、こ

こで説明する例では IPv4 アドレスだけを使用します。

図 35: ユーザーのポリシー ルックアップ
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442ページの図35 の手順は、以下のとおりです。

1. クライアントユーザーは、1.2.2.2 に FTP、HTTP、または Telnet パケットを送信します。

2. デバイスはパケットを代行受信して、ポリシーがローカル データベースまたは外部認証サー

バーによる認証を要求していることを確認し、パケットをバッファに入れます。

3. デバイスは、FTP、HTTP、または Telnet を介して、ユーザーにログイン情報を要求します。

4. ユーザーは、ユーザー名とパスワードを入力します。

5. デバイスは、ポリシーでの指定に従って、ローカル データベースで認証ユーザー アカウン

トをチェックするか、ログイン情報を外部認証サーバーに送信します。

6. 有効な一致が見つかった場合（または、外部認証サーバーからそのような一致が通知される

と)、デバイスは、ユーザーにログインが成功したことを通知します。

7. デバイスは、パケットをバッファから宛先 IP アドレス 1.2.2.2 に送信します。

デバイスが特定のソース IP アドレスでユーザーを認証すると、パススルー経由の認証を必要

とするポリシーの指定に従って、その後は、同じアドレスのその他のユーザーからのトラフィッ

クを許可します。 ユーザーが、すべてのオリジナル ソース アドレスを 1 つの変換アドレス

に変更する NAT デバイスを通してトラフィックを発信する場合が、これに該当します。

注: パススルー ユーザー認証方法は、便利性よりもセキュリティが重視される状況

での使用が推奨されます。 この認証方法は、セッションをトリガーしたポリシーと

一致するセッションおよび子セッションのみに適用されます。 この方法は、注意し

て使えば、インターネットに直面するリンク上で使用できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 441ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 449ページのWeb 認証について

• 443ページの例: パススルー認証の構成

例: パススルー認証の構成

この例では、ファイアウォールに対してパススルー認証を構成する方法を示します。

• 要件 443ページ

• 概要 444ページ

• 構成 444ページ

• 確認 448ページ

要件

始める前に、ファイアウォール ユーザーを定義します。 441ページの「「ファイアウォール

ユーザー認証の概要」」を参照してください。
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概要

パススルー ファイアウォール ユーザーの認証は、クライアントが、FTP、Telnet、または HTTP

を使って他のゾーン上の宛先にアクセスしようとする際に発生します。 認証が成功すると、

ファイアウォールは、FTP サーバー、Telnet、または HTTP サーバーのプロキシとして動作し

ます。そのため、まずユーザーを認証してから、ファイアウォールの向こうの実際の FTP サー

バー、Telnet、または HTTP サーバーへのアクセスを許可することができます。 444ページの図

36 は、この例で使用しているトポロジを示したものです。

図 36: パススルー ファイアウォール認証の構成

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.1/24

set interfaces ge-5/0/0 unit 0 family inet address 30.30.30.1/24

set access profile FWAUTH client FWClient1 firewall-user password pwd

set access firewall-authentication pass-through default-profile FWAUTH

set access firewall-authentication pass-through telnet banner success "WELCOME TO JUNIPER TELNET

SESSION"

set security zones security-zone UT-ZONE host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone UT-ZONE interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone T-ZONE host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone T-ZONE interfaces ge-5/0/0.0 host-inbound-traffic protocols all

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match source-address any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match destination-address any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match application junos-telnet

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 then permit firewall-authentication

pass-through client-match FWClient1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

パススルー認証を構成するには、以下の手順に従います。

1. 2 つのインターフェースを構成し、それぞれに IP アドレスを割り当てます。

注: この例では、インターフェースに 2 つのアドレスを割り当てるのはオプ

ションとなっています。
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[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.1/24

user@host# set interfaces ge-5/0/0 unit 0 family inet address 30.30.30.1/24

2. FWClient1 ユーザーに対して FWAUTH アクセス プロファイルを作成し、そのユーザーの

パスワードを指定して、Telnet セッションの認証成功バナーを定義します。

[edit access]

user@host# set access profile FWAUTH client FWClient1 firewall-user password pwd

user@host# set firewall-authentication pass-through default-profile FWAUTH

user@host# set firewall-authentication pass-through telnet banner success "WELCOME

TO JUNIPER TELNET SESSION"

3. セキュリティ ゾーンを構成します。

注: この例では、セキュリティ ゾーンの 2 つ目のインターフェースの構成は

オプションです。

[edit security zones]

user@host# set security-zone UT-ZONE host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone UT-ZONE interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

protocols all

user@host# set security-zone T-ZONE host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone T-ZONE interfaces ge-5/0/0.0 host-inbound-traffic

protocols all

4. セキュリティ ポリシー P1 をセキュリティ ゾーンに割り当てます。

[edit security policies]

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match source-address any

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match destination-address

any

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match application

junos-telnet
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user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 then permit

firewall-authentication pass-through client-match FWClient1

5. Telnet を使って、FWClient1 ファイアウォール ユーザーを host2 に対して認証します。

regress@FWClient1# run telnet 30.30.30.2

Trying 30.30.30.2...

Connected to 30.30.30.2.

Escape character is '^]'.

Firewall User Authentication

Username: FWClient1

Password:***

WELCOME TO JUNIPER TELNET SESSION

Host1 (ttyp0)

login: regress

Password:

--- JUNOS 10.1R1.1 built 2009-10-12 13:30:18 UTC

%

結果 構成モードで、以下のコマンドを入力して構成内容を確認します。

• show interfaces

• show access

• show security zones

• show security policies

出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

user@host# show interfaces

...

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 20.20.20.1/24;

}

}

}

ge-5/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 30.30.30.1/24;

}

}

}

...

user@host# show access

profile FWAUTH {

authentication-order password;

client FWClient1 {

firewall-user {

password "$9$XHhxVYGDkf5F"; ## SECRET-DATA

}

}
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}

firewall-authentication {

pass-through {

default-profile FWAUTH;

telnet {

banner {

success "WELCOME TO JUNIPER TELNET SESSION";

}

}

}

}

user@host# show security zones

...

}

security-zone UT-ZONE {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

all;

}

}

}

}

}

security-zone T-ZONE {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-5/0/0.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

all;

}

}

}

}

}

user@host# show security policies

...

from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE {

policy P1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-telnet;

}

then {

permit {

firewall-authentication {
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pass-through {

client-match FWClient1;

}

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ファイアウォール ユーザー認証の確認と、認証テーブルでのユーザーと IP アドレスの監

視 448ページ

ファイアウォール ユーザー認証の確認と、認証テーブルでのユーザーと IP アドレスの監視

目的 ファイアウォール認証ユーザー履歴を表示し、認証に成功したファイアウォール ユーザー数と

ログインに失敗したファイアウォール ユーザー数を確認します。

アクション 動作モードで、以下の show コマンドを入力します。

user@host> show security firewall-authentication history

user@host> show security firewall-authentication history identifier 1

user@host> show security firewall-authentication users

user@host> show security firewall-authentication users identifier 3

詳細については、 『Junos OS CLI Reference』を参照してください。

user@host> show security firewall-authentication history

History of firewall authentication data:

Authentications: 2

Id Source Ip Date Time Duration Status User

1 20.20.20.2 2010-10-12 21:24:02 0:00:24 Failed FWClient1

2 20.20.20.2 2010-10-12 21:24:48 0:00:22 Success FWClient1

user@host> show security firewall-authentication history identifier 1

Username: FWClient1

Source IP: 20.20.20.2

Authentication state: Success

Authentication method: Pass-through using Telnet

Access start date: 2010-10-12

Access start time: 21:24:02

Duration of user access: 0:00:24

Source zone: UT-ZONE

Destination zone: T-ZONE

Access profile: FWAUTH

Bytes sent by this user: 0

Bytes received by this user: 2660

user@host> show security firewall-authentication users

Firewall authentication data:

Total users in table: 1

Id Source Ip Src zone Dst zone Profile Age Status User

4 20.20.20.2 UT-ZONE T-ZONE FWAUTH 1 Success FWClient1

user@host> show security firewall-authentication users identifier 3
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Username: FWClient1

Source IP: 20.20.20.2

Authentication state: Success

Authentication method: Pass-through using Telnet

Age: 3

Access time remaining: 9

Source zone: UT-ZONE

Destination zone: T-ZONE

Access profile: FWAUTH

Interface Name: ge-0/0/1.0

Bytes sent by this user: 0

Bytes received by this user: 1521

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 441ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 442ページのパススルー認証について

Web 認証

• Web 認証について 449ページ

• 例: Web 認証の構成 451ページ

Web 認証について

Web 認証は、パススルー ユーザー認証に代わる方法です。 クライアント ブラウザから接続し

たいリソースに進む代わりに、Web 認証用に有効に設定されているデバイス上の IP アドレス

にブラウザを進めます。 これにより、デバイス上で Web 認証機能をホストする IP アドレス

への HTTP セッションが開始されます。 次に、デバイスがユーザー名とパスワードの入力を要

求し、その結果をデバイスにキャッシュします。 その後、トラフィックが Web 認証ポリシー

に遭遇すると、450ページの図37 に示すように、以前の Web 認証結果に基づいてアクセスが許

可または拒否されます。

注: IPv4 アドレスの割り当てには、ファミリー inet を使用します。 IPv6 アドレ

スの割り当てには、ファミリー inet6 を使用します。 インターフェースは、IPv4

アドレスおよび IPv6 アドレスの両方を使用して構成できます。 簡略化のため、こ

こで説明する例では IPv4 アドレスだけを使用します。
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図 37: Web 認証の例

以下の Web 認証ガイドラインに従ってください。

• デフォルトの Web 認証サーバーをローカル データベースのままにするか、外部認証サーバー

にその役割を持たせるようにするか、選択することができます。 ユーザー認証にローカル

データベースを使用するか外部認証サーバーを使用するかは、デフォルトの Web 認証プロ

ファイルで決定します。 アクセス プロファイルには、ユーザーのユーザー名とパスワード

を保存します、また、それらの情報が保存されている外部認証サーバーを示すこともできま

す。

• Web 認証アドレスは、それをホストするために使用するインターフェースと同じサブネット

になければなりません。 たとえば、認証ユーザーが、IP アドレス 1.1.1.1/24 を持つ

ethernet3 を介し、Web 認証を使って接続させるようにする場合には、1.1.1.0/24 サブネッ

トの IP アドレスを Web 認証に割り当てます。

• Web 認証アドレスは、任意の物理インターフェースまたは仮想セキュリティ インターフェー

ス（VSI）の IP アドレスと同じサブネットに配置することができます （各種のインター

フェースの情報に関しては、147ページの「「セキュリティ ゾーンとインターフェースの概

要」」を参照してください）。

• Web 認証アドレスは、複数のインターフェースに配置することができます。

• デバイスが特定のソース IP アドレスでユーザーを認証すると、Web 認証経由の認証を必要

とするポリシーの指定に従って、その後は、同じアドレスのその他のユーザーからのトラ

フィックを許可します。 ユーザーが、すべてのオリジナル ソース アドレスを 1 つの変換

アドレスに変更する NAT デバイスを通してトラフィックを発信する場合が、これに該当しま

す。

• Web 認証が有効に設定されていると、IP アドレスへの HTTP トラフィックは、管理者ログイ

ン ページではなく、Web 認証ログイン ページに進みます。 このオプションを無効に設定す

ると、管理者ログイン ページが表示されます（[system services web-management HTTP] が有

効に設定されている場合）。

• アドレスを Web 認証に使用する場合、別のプライマリ IP アドレスまたは優先 IP アドレス

を持つことを推奨します。
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注: Web 認証方法は、クライアント デバイスがセキュリティ ゲートウェイに隣接

していて、クライアント デバイスがマルチユーザー ホストでないことが確実であ

る状況において推奨されます。 この認証方法は、ワイヤレス リンクおよび DMZ、

または会議室リンクに最適です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 441ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 442ページのパススルー認証について

• 451ページの例: Web 認証の構成

例: Web 認証の構成

この例では、Web 認証を有効に設定する方法と、Web 認証が有効に設定されているポリシーに

トラフィックが遭遇したときに、ユーザーへのアクセスを許可するポリシーの設定方法を示し

ます。

• 要件 451ページ

• 概要 451ページ

• 構成 452ページ

• 確認 456ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ファイアウォール ユーザーを定義します。 441ページの「「ファイアウォール ユーザー認証

の概要」」を参照してください。

• インターフェースのアドレス階層に、Web 認証 HTTP フラグを追加して、Web 認証を有効化

します。

概要

Web 認証を有効化するには、HTTP セッションをホストするデバイスの IP アドレスを指定する

必要があります。 これらの設定は、保護リソースにアクセスしようとするファイアウォール

ユーザーが、Web サーバーまたは Web 認証に直接アクセスして認証されることを希望する場合

に使用されます。 以下の説明では、Web 認証が有効に設定されているポリシー（Policy-W）に

トラフィックが遭遇した場合に、FWClient1 ユーザーへのアクセスを許可するポリシーの設定

方法を示します （452ページの図38 を参照してください）。この例では、FWClient1 は、すで

に Web 認証ログイン ページを通じて認証されています。

FWClient1 ファイアウォール ユーザーは、認証を受けるために以下の処理を実行します。

a. 認証を受けるために、ブラウザを Web 認証 IP（20.20.20.1）に進めます。

b. policy-W ポリシーで指定されているリソースにアクセスするトラフィックを開始します。
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図 38: Web 認証の例

ここで説明したようにデバイスを設定してユーザーの認証が成功すると、452ページの図39 に示

す画面が表示されます。

図 39: Web 認証の認証成功バナー

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.3/24 web-authentication http

set interfaces fe-5/0/0 unit 0 family inet address 30.30.30.1/24

set access profile WEBAUTH client FWClient1 firewall-user password pwd

set access firewall-authentication web-authentication default-profile WEBAUTH

set access firewall-authentication web-authentication banner success "WEB AUTH LOGIN SUCCESS"

set security zones security-zone UT-ZONE host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone UT-ZONE interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone T-ZONE host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone T-ZONE interfaces ge-5/0/0.0 host-inbound-traffic protocols all

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match source-address any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match destination-address any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match application any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 then permit firewall-authentication

web-authentication client-match FWClient1

set system services web-management http interface ge-0/0/1.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

Web 認証を構成するには、以下の手順に従います。

1. 2 つのインターフェースを構成し、それぞれに IP アドレスを割り当てます。
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注: この例では、インターフェースに 2 つのアドレスを割り当てるのはオプ

ションとなっています。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.3/24

web-authentication http

user@host# set interfaces fe-5/0/0 unit 0 family inet address 30.30.30.1/24

2. FWClient1 ユーザーに対して WEBAUTH アクセス プロファイルを作成し、そのユーザーの

パスワードを指定して、認証成功バナーを定義します。

[edit access]

user@host# set profile WEBAUTH client FWClient1 firewall-user password pwd

user@host# set firewall-authentication web-authentication default-profile WEBAUTH

user@host# set firewall-authentication web-authentication banner success "WEB AUTH

LOGIN SUCCESS"

3. セキュリティ ゾーンを構成します。

注: この例では、セキュリティ ゾーンの 2 つ目のインターフェースの構成は

オプションです。

[edit security zones]

user@host# set security-zone UT-ZONE host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone UT-ZONE interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

protocols all

user@host# set security-zone T-ZONE host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone T-ZONE interfaces ge-5/0/0.0 host-inbound-traffic

protocols all

4. セキュリティ ポリシー P1 をセキュリティ ゾーンに割り当てます。

[edit security policies]

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match source-address any
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user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match destination-address

any

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match application any

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 then permit

firewall-authentication web-authentication client-match FWClient1

5. デバイス上で HTTP デーモンをアクティブ化します。

[edit]

user@host# set system services web-management http interface ge-0/0/1.0

結果 構成モードで、以下のコマンドを入力して構成内容を確認します。

• show interfaces

• show access

• show security zones

• show security policies

• show system services

出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

user@host# show interfaces

...

}

ge-0/0/1{

unit 0 {

family inet {

address 20.20.20.1/24 {

address 20.20.20.3/24 {

web-authentication http;

}

}

}

}

fe-5/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 30.30.30.1/24;

}

}

}

...

user@host# show access

profile WEBAUTH {

client FWClient1 {

firewall-user {

password "$9$XHhxVYGDkf5F"; ## SECRET-DATA
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}

}

}

firewall-authentication {

web-authentication {

default-profile WEBAUTH;

banner {

success "WEB AUTH LOGIN SUCCESS";

}

}

}

user@host# show security zones

...

}

security-zone UT-ZONE {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

all;

}

}

}

}

}

security-zone T-ZONE {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-5/0/0.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

all;

}

}

}

}

}

user@host# show security policies

...

from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE {

policy P1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

firewall-authentication {
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web-authentication {

client-match FWClient1;

}

}

}

}

}

}

user@host# show system services

...

ftp;

ssh;

telnet;

web-management {

http {

interface g-0/0/1.0;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ファイアウォール ユーザー認証の確認と、認証テーブルでのユーザーと IP アドレスの監

視 456ページ

ファイアウォール ユーザー認証の確認と、認証テーブルでのユーザーと IP アドレスの監視

目的 ファイアウォール認証ユーザー履歴を表示し、認証に成功したファイアウォール ユーザー数と

ログインに失敗したファイアウォール ユーザー数を確認します。

アクション 動作モードで、以下の show コマンドを入力します。

user@host> show security firewall-authentication history

user@host> show security firewall-authentication history identifier 1

user@host> show security firewall-authentication users

user@host> show security firewall-authentication users identifier 3

user@host> show security firewall-authentication history

History of firewall authentication data:

Authentications: 1

Id Source Ip Date Time Duration Status User

5 20.20.20.2 2010-04-24 01:08:57 0:10:30 Success FWClient1

user@host> show security firewall-authentication history identifier 1

Username: FWClient1

Source IP: 20.20.20.2

Authentication state: Success

Authentication method: Web-authentication

Access start date: 2010-10-12

Access start time: 21:24:02

Duration of user access: 0:00:24

Source zone: N/A

Destination zone: N/A

Access profile: WEBAUTH
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Bytes sent by this user: 0

Bytes received by this user: 2660

user@host> show security firewall-authentication users

Firewall authentication data:

Total users in table: 1

Id Source Ip Src zone Dst zone Profile Age Status User

4 20.20.20.2 N/A N/A WEBAUTH 1 Success FWClient1

user@host> show security firewall-authentication users identifier 3

Username: FWClient1

Source IP: 20.20.20.2

Authentication state: Success

Authentication method: Web-authentication

Age: 3

Access time remaining: 9

Source zone: N/A

Destination zone: N/A

Access profile: WEBAUTH

Interface Name: ge-0/0/1.0

Bytes sent by this user: 0

Bytes received by this user: 1521

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 449ページのWeb 認証について

• 470ページのファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて

• 147ページのセキュリティ ゾーンとインターフェースの概要

外部認証

• 外部認証サーバーについて 457ページ

• 例: RADIUS および LDAP ユーザー認証の構成 459ページ

• 例: SecurID ユーザー認証の構成 463ページ

• 例: SecurID ノード シークレット ファイルの削除 466ページ

外部認証サーバーについて

AAA は、ユーザー アクセスに対して、以下の方法で、追加の保護レベルとコントロールを提供

します。

• 認証によって、ファイアウォール ユーザーが特定されます。

• 許可によって、ファイアウォール ユーザーが実行できる内容が決定されます。

• アカウンティングによって、ファイアウォール ユーザーがネットワーク上で実行した内容が

特定されます。

認証のみ、または許可とアカウンティングを組み合わせて使用できます。 許可の場合、ユー

ザーは、その前に必ず認証されている必要があります。 アカウンティングのみ、または認証と

許可を組み合わせて使用することができます。
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ユーザーの認証情報が収集されると、ファイアウォール ユーザー認証を使って処理されます。

これは、次のタイプのサーバーをサポートしています。

• ユーザー認証および許可

• RADIUS 認証および許可（Juniper Steel-Belted Radius サーバーに対応）

• LDAP 認証のみ（LDAP バージョン 3 をサポートし、Windows AD に対応）

• SecurID 認証のみ（RSA SecurID 外部認証サーバーを使用）

注: Junos OS は、ローカル サーバー、RADIUS サーバー、および TACACS+ サーバー

を使った管理認証もサポートしています。 管理認証に関する詳細については、『Junos

OS Initial Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

このトピックには以下のセクションがあります。

• SecurID ユーザー認証について 458ページ

SecurID ユーザー認証について

SecurID は、認証情報として静的または動的なパスワードの入力をユーザーに許可する認証方

法です。 動的パスワードとは、ユーザーの PIN と、短時間（約 1 分間）の間だけ有効なラン

ダムに生成されたトークンの組み合わせです。 静的パスワードは、SecureID サーバー上のユー

ザー用のセットです。 たとえば、SecureID サーバー管理者は、SecurID トークンを紛失した

ユーザーのために一時的な静的パスワードを設定することができます。

ユーザーがポリシーで保護されているリソースにアクセスしようと試み、SecureID がプロファ

イル authentication-order パラメータで、唯一の認証モードまたは最初に使用されるモードと

して設定されている場合、デバイスは認証を目的として、ユーザーの認証情報を SecureID サー

バーに転送します。 ユーザーが有効な値を入力した場合、要求したリソースへのアクセスが許

可されます。

注: SecurID サーバーには、ユーザーが間違った認証情報を繰り返し入力した場合

に、ユーザーに対してチャレンジを表示する機能が用意されています。 ただし、

Junos OS はチャレンジ機能をサポートしていません。 代わりに、SecurID サーバー

管理者は、ユーザーのために RSA トークンを再同期させる必要があります。

SecurID では、SecurID サーバー上で Juniper Networks デバイスに関する情報を設定し、こ

の情報を sdconf.rec というファイルにエクスポートします。

デバイスに sdconf.rec ファイルをインストールするには、FTP など、対域外の方法を使用する

必要があります。 このファイルは、ファイルが定期的に削除されないディレクトリにインス

トールし、 一時ディレクトリには配置しないでください。 たとえ

ば、/var/db/secureid/server1/sdconf.rec. にインストールします。

sdconf.rec ファイルには、Juniper Networks デバイスに SecurID サーバーのアドレスを提供

する情報が記述されています。 SecurID サーバーを外部認証サーバーとして使用するように構

成している場合は、この情報を明示的に設定する必要はありません。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 441ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 459ページの例: RADIUS および LDAP ユーザー認証の構成

• 463ページの例: SecurID ユーザー認証の構成

• 466ページの例: SecurID ノード シークレット ファイルの削除

例: RADIUS および LDAP ユーザー認証の構成

この例では、外部認証に対してデバイスを構成する方法を示します。

• 要件 459ページ

• 概要 459ページ

• 構成 459ページ

• 確認 462ページ

要件

始める前に、認証ユーザー グループを作成します。

概要

複数のユーザー アカウントをひとまとめにしてユーザー グループを作成し、ローカル データ

ベースまたは RADIUS サーバーや LDAP サーバー、SecurID サーバーに保存することができま

す。 ポリシー内の認証ユーザー グループと外部認証サーバーが参照されると、ポリシーに一

致するトラフィックによって認証チェックが発生します。

この例では、アクセス プロファイル Profile-1 を外部認証用に構成する方法を示します。 ア

クセス プロファイルでは、2 つの RADIUS サーバーと 1 つの LDAP サーバーが構成されてい

ます。 ただし、認証順序では RADIUS サーバーだけが指定されているため、RADIUS サーバー

による認証が失敗すると、ファイアウォール ユーザーの認証に失敗します。 ローカル データ

ベースにはアクセスしません。

注: ファイアウォール クライアントが RADIUS サーバーによって認証される場合、

RADIUS サーバーによって返されるグループのメンバーシップ VSA には、RADIUS

サーバー設定内またはアクセス プロファイル Profile-1 内に、アルファ、ベータ、

またはガンマのいずれかのクライアント グループが含まれている必要があります。

アクセス プロファイルには、ユーザーのユーザー名とパスワード、またはそのよう

な情報が保存されている外部認証サーバーへの参照情報が保存されています。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set access profile Profile-1 authentication-order radius

set access profile Profile-1 client Client-1 client-group alpha
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set access profile Profile-1 client Client-1 client-group beta

set access profile Profile-1 client Client-1 client-group gamma

set access profile Profile-1 client Client-1 firewall-user password pwd

set access profile Profile-1 client Client-2 client-group alpha

set access profile Profile-1 client Client-2 client-group beta

set access profile Profile-1 client Client-2 firewall-user password pwd

set access profile Profile-1 client Client-3 firewall-user password pwd

set access profile Profile-1 client Client-4 firewall-user password pwd

set access profile Profile-1 session-options client-group alpha

set access profile Profile-1 session-options client-group beta

set access profile Profile-1 session-options client-group gamma

set access profile Profile-1 session-options client-idle-timeout 255

set access profile Profile-1 session-options client-session-timeout 4

set access profile Profile-1 ldap-options base-distinguished-name

CN=users,DC=junos,DC=juniper,DC=net

set access profile Profile-1 ldap-options search search-filter sAMAccountName=

set access profile Profile-1 ldap-options search admin-search distinguished-name

cn=administrator,cn=users,dc=junos,dc=juniper,dc=net

set access profile Profile-1 ldap-options search admin-search password juniper

set access profile Profile-1 ldap-server 3.3.3.3

set access profile Profile-1 radius-server 4.4.4.4 secret juniper

set access profile Profile-1 radius-server 4.4.4.4 retry 10

set access profile Profile-1 radius-server 5.5.5.5 secret juniper

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

外部認証用にデバイスを構成するには、以下の手順に従います。

1. 外部認証の順序に対して、RADIUS サーバーを指定します。

[edit]

user@host# set access profile Profile-1 authentication-order radius

2. Client1 ～ 4 のファイアウォール ユーザーを構成し、Client-1 ファイアウォール ユー

ザーと Client-2 ファイアウォール ユーザーをクライアント グループに割り当てます。

[edit access profile Profile-1]

user@host# set client Client-1 client-group alpha

user@host# set client Client-1 client-group beta

user@host# set client Client-1 client-group gamma

user@host# set client Client-1 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-2 client-group alpha

user@host# set client Client-2 client-group beta

user@host# set client Client-2 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-3 firewall-user password pwd
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user@host# set client Client-4 firewall-user password pwd

3. セッション オプションで、クライアント グループを構成します。

[edit access profile Profile-1]

user@host# set session-options client-group alpha

user@host# set session-options client-group beta

user@host# set session-options client-group gamma

user@host# set session-options client-idle-timeout 255

user@host# set session-options client-session-timeout 4

4. LDAP サーバーの IP アドレスとサーバー オプションを構成します。

[edit access profile Profile-1]

user@host# set ldap-options base-distinguished-name

CN=users,DC=junos,DC=juniper,DC=net

user@host# set ldap-options search search-filter sAMAccountName=

user@host# set ldap-options search admin-search password juniper

user@host# set ldap-options search admin-search distinguished-name

cn=administrator,cn=users,dc=junos,dc=juniper,dc=net

user@host# set ldap-server 3.3.3.3

5. 2 つの RADIUS サーバーの IP アドレスを構成します。

[edit access profile Profile-1]

user@host# set radius-server 4.4.4.4 secret juniper

user@host# set radius-server 4.4.4.4 retry 10

user@host# set radius-server 5.5.5.5 secret juniper

結果 構成モードで show access profile Profile-1 コマンドを入力して、構成内容を確認します。

出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

user@host# show access profile Profile-1

authentication-order radius;

client Client-1 {

client-group [ alpha beta gamma ];

firewall-user {

password "$9$jpimT9A0REyn6yl"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-2 {
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client-group [ alpha beta ];

firewall-user {

password "$9$IMVRyK7-w4oG-d"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-3 {

firewall-user {

password "$9$GfUkPn/tB1h9C"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-4 {

firewall-user {

password "$9$JuZi.FnC0OR/9"; ## SECRET-DATA

}

}

session-options {

client-group [ alpha beta gamma ];

client-idle-timeout 255;

client-session-timeout 4;

}

ldap-options {

base-distinguished-name CN=users,DC=junos,DC=juniper,DC=net;

search {

search-filter sAMAccountName=;

admin-search {

distinguished-name cn=administrator,cn=users,dc=junos,dc=juniper,dc=net;

password "$9$PfF/O1hleWB1X7"; ## SECRET-DATA

}

}

}

ldap-server {

3.3.3.3;

}

radius-server {

4.4.4.4 {

secret "$9$Q5WMF3/At0IRc"; ## SECRET-DATA

retry 10;

}

5.5.5.5 {

secret "$9$YUg4JUDHmPT"; ## SECRET-DATA

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ログを使用したトラブルシューティング 462ページ

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して問題を特定します。

アクション 動作モードで show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 457ページの外部認証サーバーについて

例: SecurID ユーザー認証の構成

この例では、SecurID を外部認証サーバーとして構成する方法を示します。

• 要件 463ページ

• 概要 463ページ

• 構成 463ページ

• 確認 465ページ

• トラブルシューティング 465ページ

要件

始める前に、認証ユーザー グループを作成します。

概要

SecurID は、認証情報として静的または動的なパスワードの入力をユーザーに許可する認証方

法です。 動的パスワードとは、ユーザーの PIN と、短時間（約 1 分間）の間だけ有効なラン

ダムに生成されたトークンの組み合わせです。 静的パスワードは、SecureID サーバー上のユー

ザー用のセットです。 たとえば、SecureID サーバー管理者は、SecurID トークンを紛失した

ユーザーのために一時的な静的パスワードを設定することができます。

ユーザーがポリシーで保護されているリソースにアクセスしようと試み、SecureID がプロファ

イル authentication-order パラメータで、唯一の認証モードまたは最初に使用されるモードと

して設定されている場合、デバイスは認証を目的として、ユーザーの認証情報を SecureID サー

バーに転送します。 ユーザーが有効な値を入力した場合、要求したリソースへのアクセスが許

可されます。

Server-1 を SecurID サーバーとして使用することを指定し、その構成ファイルが、デバイス

の /var/db/securid/Server-1/sdconf.rec ファイルに配置されていることを指定します。 構成

モードで、以下のコマンドを入力します。

user@host# set access securid-server Server-1 configuration-file

“/var/db/securid/Server-1/sdconf.rec”

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set access profile Profile-2 authentication-order securid

set access profile Profile-2 client Client-1 client-group alpha

set access profile Profile-2 client Client-1 client-group beta

set access profile Profile-2 client Client-1 client-group gamma

set access profile Profile-2 client Client-1 firewall-user password pwd

set access profile Profile-2 client Client-2 client-group alpha

set access profile Profile-2 client Client-2 client-group beta

set access profile Profile-2 client Client-2 firewall-user password pwd

set access profile Profile-2 client Client-3 firewall-user password pwd

set access profile Profile-2 client Client-4 firewall-user password pwd
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set access profile Profile-2 session-options client-group alpha

set access profile Profile-2 session-options client-group beta

set access profile Profile-2 session-options client-group gamma

set access profile Profile-2 session-options client-idle-timeout 255

set access profile Profile-2 session-options client-session-timeout 4

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

SecurID を外部認証サーバーとして構成するには、以下の手順に従います。

1. Profile-2 プロファイルで、外部認証用に使用するサーバーとして SecurID を構成しま

す。

[edit]

user@host# set access profile Profile-2 authentication-order securid

複数のプロファイルで単一の SecurID サーバーを共有するには、各プロファイルで、認

証モードとして securid を含むように authentication-order パラメータを設定します。

2. Client1 ～ 4 のファイアウォール ユーザーを構成し、Client-1 ファイアウォール ユー

ザーと Client-2 ファイアウォール ユーザーをクライアント グループに割り当てます。

[edit access profile Profile-2]

user@host# set client Client-1 client-group alpha

user@host# set client Client-1 client-group beta

user@host# set client Client-1 client-group gamma

user@host# set client Client-1 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-2 client-group alpha

user@host# set client Client-2 client-group beta

user@host# set client Client-2 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-3 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-4 firewall-user password pwd

3. セッション オプションで、クライアント グループを構成します。

[edit access profile Profile-2]

user@host# set session-options client-group alpha

user@host# set session-options client-group beta
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user@host# set session-options client-group gamma

user@host# set session-options client-idle-timeout 255

user@host# set session-options client-session-timeout 4

結果 構成モードで show access profile Profile-2 コマンドを入力して、構成内容を確認します。

出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show access profile Profile-2

authentication-order securid;

client Client-1 {

client-group [ alpha beta gamma ];

firewall-user {

password "$9$jpimT9A0REyn6yl"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-2 {

client-group [ alpha beta ];

firewall-user {

password "$9$IMVRyK7-w4oG-d"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-3 {

firewall-user {

password "$9$GfUkPn/tB1h9C"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-4 {

firewall-user {

password "$9$JuZi.FnC0OR/9"; ## SECRET-DATA

}

}

session-options {

client-group [ alpha beta gamma ];

client-idle-timeout 255;

client-session-timeout 4;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ログを使用したトラブルシューティング 465ページ

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して問題を特定します。

アクション 動作モードで show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

トラブルシューティング

• 動的 VPN 構成で失敗した認証のトラブルシューティング 466ページ
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動的 VPN 構成で失敗した認証のトラブルシューティング

問題 デバイスが、動的 VPN 構成でクライアント アドレスを特定できません。

ソリューション デバイス ホスト名、ドメイン検索、およびネーム サーバーが適切に構成されていることを

確認します。

1.

[edit system]

user@host# set host-name srx101.uaclab.net

user@host# set domain-search uaclab.net

user@host# set name-server 10.204.91.25

2. デバイス ホスト名が、RSA サーバーで解決されていることを確認します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 457ページの外部認証サーバーについて

• 466ページの例: SecurID ノード シークレット ファイルの削除

例: SecurID ノード シークレット ファイルの削除

この例では、ノード シークレット ファイルを削除する方法を示します。

• 要件 466ページ

• 概要 466ページ

• 構成 467ページ

• 確認 467ページ

要件

始める前に、SecurID ノード シークレット ファイルを削除する必要があることを確認します。

概要

Juniper Networks デバイスが最初に SecurID サーバーとの通信に成功すると、ノード シーク

レット ファイルが自動的に生成されます。 このファイルは、ソフトウェアが最初のユーザー

の認証に成功した後で、Juniper Networks デバイスと SecurID サーバーの間でハンドシェイ

クが行われた結果として生成されるものです。 その後の Juniper Networks デバイスと SecurID

サーバー間のすべての通信は、毎回の認証要求ごとにハンドシェイクを繰り返すのではなく、

この 2 つのノード間の信頼を表すこのシークレット ファイルに依存して行われます。

通常の状況では、このノード シークレット ファイルを削除すべきではありません。 ただし、

重大な問題のデバッグなど、まれにこのファイルを削除しなければならない場合があります。

この場合は、clear コマンドを使ってファイルを削除します。
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警告: ファイルを削除した場合、Juniper Networks デバイスと SecurID サーバー

間にノード シークレット ファイルが存在しなくなったことを示すため、SecurID

サーバー上のボックスを選択解除する必要があります。 このようにしないと、認証

に失敗します。

構成

ステップごとの手順 ノード シークレット ファイルを削除するには、以下の手順に従います。

1. clear コマンドを使用して、ノード シークレット ファイルを削除します。 その後ユー

ザー認証が行われると、デバイスは、SecurID サーバーとの間での共有されるシークレッ

トを再構築し、ノード シークレット ファイルを再度生成します。 動作モードで clear

network-access コマンドを入力し、Juniper Networks デバイスの securid-node-secret-file

を消去します。

user@host> clear network-access securid-node-secret-file

2. 動作モードで show network-access securid-node-secret-file コマンドを入力して、削除

されたことを確認します。 意図した出力が表示されない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

user@host> show network-access securid-node-secret-file

確認

show network-access securid-node-secret-file コマンドを入力して、削除されたことを確認し

ます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 457ページの外部認証サーバーについて

• 463ページの例: SecurID ユーザー認証の構成

ファイアウォール認証のクライアント グループ

• ファイアウォール認証のクライアント グループについて 467ページ

• 例: クライアント グループのローカル ユーザーの構成 468ページ

ファイアウォール認証のクライアント グループについて

複数のファイアウォール ユーザーを管理するには、ユーザー グループまたはクライアント グ

ループを作成し、その情報をローカルの Juniper Network デバイスまたは外部の RADIUS サー

バーあるいは LDAP サーバーに保存します。

クライアント グループとは、クライアントが属するグループのリストです。 client-idle タ

イムアウトの場合と同様に、クライアント グループは、外部認証サーバーが応答で値を返さな

かった場合（LDAP サーバーがその情報を返さなかった場合など）にのみ使用されます。

RADIUS サーバーは、Juniper VSA（46）を使って、Juniper Networks デバイスにクライアント

グループの情報を送信します。 ポリシーのクライアント照合部分が、ユーザー名またはクライ

アントが属するグループ名のいずれかである文字列を受け入れます。
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異なる種類のクライアント（admins を除く）に単一のデータベースを使う理由は、1 つのクラ

イアントが複数の種類である可能性があるという前提に基づいています。 たとえば、ファイア

ウォール ユーザー クライアントは、L2TP クライアントでもある可能性があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 441ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 468ページの例: クライアント グループのローカル ユーザーの構成

例: クライアント グループのローカル ユーザーの構成

この例では、クライアント グループのローカル ユーザーをプロファイルで構成する方法を示

します。

• 要件 468ページ

• 概要 468ページ

• 構成 468ページ

• 確認 469ページ

要件

始める前に、アクセス プロファイルを作成します。 「例: アクセス プロファイルの構成」を

参照してください。

概要

クライアント グループとは、クライアントが属するグループのリストです。 client-idle タ

イムアウトの場合と同様に、クライアント グループは、外部認証サーバーが応答で値を返さな

かった場合（LDAP サーバーがその情報を返さなかった場合など）にのみ使用されます。

この例では、Managers というプロファイル内で、クライアント グループ G1、G2、G3 用の

Client-1 というローカル ユーザーを構成する方法を示します。 この例では、1 つのクライア

ントに対して複数のクライアント グループが構成されています。 クライアントに対してクラ

イアント グループが定義されていない場合は、access profile session-options 階層下のクラ

イアント グループが使用されます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set access profile Managers client Client-1 client-group G1

set access profile Managers client Client-1 client-group G2

set access profile Managers client Client-1 client-group G3

set access profile Managers client Client-1 firewall-user password pwd

set access profile Managers session-options client-group G1

set access profile Managers session-options client-group G2

set access profile Managers session-options client-group G3
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

クライアント グループのローカル ユーザーをプロファイルで構成するには、以下の手順に従

います。

1. ファイアウォール ユーザーを構成し、そのユーザーにクライアント グループを割り当て

ます。

[edit access profile Managers]

user@host# set client Client-1 client-group G1

user@host# set client Client-1 client-group G2

user@host# set client Client-1 client-group G3

user@host# set client Client-1 firewall-user password pwd

2. セッション オプションで、クライアント グループを構成します。

[edit access profile Managers]

user@host# set session-options client-group G1

user@host# set session-options client-group G2

user@host# set session-options client-group G3

結果 構成モードで show access profile Managers コマンドを入力して、構成内容を確認します。 出

力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show access profile Managers

client Client-1 {

client-group [ G1 G2 G3 ];

firewall-user {

password "$9$jpimT9A0REyn6yl"; ## SECRET-DATA

}

}

session-options {

client-group [ G1 G2 G3 ];

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ログを使用したトラブルシューティング 470ページ
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ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して問題を特定します。

アクション 動作モードで show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 467ページのファイアウォール認証のクライアント グループについて

ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ

• ファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて 470ページ

• 例: ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ 470ページ

ファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて

バナーとは、ログインのタイプに応じて、モニターのさまざまな場所に表示されるメッセージ

のことです （470ページの図40 を参照してください）。

図 40: バナーのカスタマイズ

• 470ページの図40 に示すように、ユーザーが Web 認証アドレスへのログインに成功すると、

ブラウザ画面の上部に表示されます。

• ユーザーへの成功メッセージ、および失敗メッセージは、Telnet、FTP、または HTTP ログイ

ン プロンプトの前後に表示されます。

コンソール ログイン以外のすべてのバナーには、デフォルト メッセージが事前に設定されて

います。 デバイスを使用するネットワーク環境により適したバナーのメッセージをカスタマイ

ズすることができます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 441ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 470ページの例: ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ

例: ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ

この例では、ブラウザに表示されるバナー テキストをカスタマイズする方法を示します。

• 要件 471ページ

• 概要 471ページ

• 構成 471ページ

• 確認 472ページ
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要件

始める前に、アクセス プロファイルを作成します。 「例: アクセス プロファイルの構成」を

参照してください。

概要

バナーとは、ログインのタイプに応じて、モニターのさまざまな場所に表示されるメッセージ

のことです この例では、ユーザーが Web 認証によりログインに成功した後で、ユーザーの認

証が成功したことを示すために、ブラウザに表示されるバナーを変更する方法を示します。 新

しいメッセージは、「Web authentication is successful.」（Web 認証に成功しました）で

す。認証に失敗した場合、新しいメッセージは「Authentication failed.」（認証に失敗しま

した）となります。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set access firewall-authentication pass-through default-profile Profile-1

set access firewall-authentication pass-through ftp banner fail “ Authentication failed”

set access firewall-authentication web-authentication default-profile Profile-1

set access firewall-authentication web-authentication banner success “ Web authentication is

successful”

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ブラウザに表示されるバナー テキストをカスタマイズするには、以下の手順に従います。

1. FTP によるパススルー認証失敗用のバナー テキストを指定します。

[edit]

user@host# set access firewall-authentication pass-through default-profile Profile-1

user@host# set access firewall-authentication pass-through ftp banner fail “

Authentication failed”

2. Web 認証成功用のバナー テキストを指定します。

[edit]

user@host# set access web-authentication default-profile Profile-1

user@host# set access web-authentication banner success “ Web authentication is

successful”

結果 構成モードで show access firewall-authentication コマンドを入力して、構成内容を確認しま

す。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show access firewall-authentication
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pass-through {

default-profile Profile-1;

ftp {

banner {

fail "Authentication failed";

}

}

}

web-authentication {

default-profile Profile-1;

banner {

success "Web authentication is successful";

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ログを使用したトラブルシューティング 472ページ

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して問題を特定します。

アクション 動作モードで show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 470ページのファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて
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第19章

インフラネット認証

• UAC および Junos OS 473ページ

• Junos OS エンフォーサおよび IC シリーズ UAC アプライアンスの通信 476ページ

• Junos OS エンフォーサ ポリシーの強制 479ページ

• Junos OS エンフォーサおよび IPsec 482ページ

• Junos OS エンフォーサおよびインフラネット エージェントのエンドポイント セキュリ

ティ 491ページ

• Junos OS エンフォーサおよびキャプティブ ポータル 492ページ

• Junos OS エンフォーサおよび IC シリーズ UAC アプライアンスのクラスタのフェールオー

バー 501ページ

UAC および Junos OS

• Junos OS 環境での UAC について 473ページ

• Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI での手順） 476ページ

Junos OS 環境での UAC について

統合型アクセス管理（UAC）環境では、以下のコンポーネントを使用してネットワークのセキュ

リティを確保し、資格を持つエンド ユーザーだけに保護リソースへのアクセスを許可します。

• IC シリーズ UAC アプライアンス — IC シリーズ アプライアンスは、ネットワーク上のポリ

シー決定ポイントです。 認証情報とポリシー ルールを使用して、ネットワーク上の個々の

リソースへのアクセスを許可するかどうかを判断します。 ネットワーク上には、1 つ以上の

IC シリーズ アプライアンスを配備できます。

注: SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスで、統合型アクセス管理（UAC）の

接触間隔およびタイムアウト値を変更した場合、その変更は、SRX シリーズまた

は J シリーズ デバイスが IC シリーズ アプライアンスと次に再接続したときに

初めて有効となります。

• インフラネット エンフォーサ — インフラネット エンフォーサは、ネットワーク上のポリ

シー強制ポイントです。 IC シリーズ アプライアンスからポリシーを受け取り、そのポリ

シーで定義されているルールを使って、エンドポイントからリソースへのアクセスを許可す
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るかどうかを判断します。 インフラネット エンフォーサは、サーバーと保護対象リソース

の前に配備します。

• インフラネット エージェント — インフラネット エージェントとは、ネットワーク エンド

ポイント（ユーザーのコンピュータなど）で直接実行されるクライアント側のコンポーネン

トです。 エージェントは、エンドポイントがホスト チェッカー ポリシーで指定されている

セキュリティ条件に適合しているかどうかをチェックし、この適合情報をインフラネット エ

ンフォーサにリレーします。 インフラネット エンフォーサは、適合結果に基づいてエンド

ポイントへのアクセスを許可または拒否します。

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスは、UAC ネットワーク上でインフラネット エンフォー

サとして動作できます。 具体的には、レイヤー 3 強制ポイントとして動作し、IC シリーズ

アプライアンスからプッシュ ダウンされた IP ベースのポリシーを使ってアクセスを制御しま

す。 UAC ネットワーク上に配備された場合、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスは、

Junos OS エンフォーサと呼ばれます。 475ページの図41 を参照してください。
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図 41: 統合型アクセス管理ネットワークへの Junos セキュリティ デバイスの
統合

注: Junos OS エンフォーサは、 IF-MAP Federation ネットワーク上で IC シリー

ズ アプライアンスおよび Secure Access デバイスとともに使うことができます。

連携型ネットワークでは、Junos OS エンフォーサに直接接続していない複数の IC

シリーズ アプライアンスおよび Secure Access デバイスが、セキュリティ デバイ

スによって保護されているリソースにアクセスできます。 Junos OS エンフォーサ

上の IF-MAP Federation については、構成タスクはありません。 Junos OS エン

フォーサ上で動的に認証テーブル エントリを作成できるポリシーを IC シリーズ

アプライアンス上で構成します。 『Unified Access Control Administration Guide』

を参照してください。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 『Unified Access Control Administration Guide』

• 476ページのJunos OS 環境での UAC の有効化（CLI での手順）

Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI での手順）

Junos OS セキュリティ ポリシーは、トランジット トラフィックに対してルールを強制し、ど

のトラフィックが Juniper Networks デバイスを通過できるかを定義します。 ポリシーは、あ

るゾーン（from-zone）から入り、他のゾーン（to-zone）から出るトラフィックを制御します。

UAC 環境で SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスを Junos OS エンフォーサとして有効化

するには、以下の操作を実行します。

• UAC トラフィックが通るソースと宛先ゾーンを特定します。 また、どのゾーンにあるかも含

めて、インターフェースのリストも必要です。 IC シリーズ UAC アプライアンスは、この宛

先ゾーンを使って、IC シリーズ アプライアンスに構成された自身の IPsec ルーティング

ポリシーを照合します。

• これらのゾーンを包含する Junos OS セキュリティ ポリシーを特定し、それらのポリシーに

対して UAC を有効化します。

始める前に、以下のことを行います。

1. UAC トラフィックが SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスに入るためのインターフェー

スを設定します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide for Security Devices』を参

照してください。

2. 同一のセキュリティ要件を持つインターフェースをゾーンとしてグループ化します。 150ペー

ジの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してください。

3. セキュリティ ゾーンを通過するトラフィックを制御するセキュリティ ポリシーを作成しま

す。 196ページの「「例: すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリ

シーの構成」」を参照してください。

Junos OS セキュリティ ポリシーを使用して UAC を構成するには、以下の構成ステートメント

を入力します。

user@host# set security policies from-zone zone-name to-zone zone-name policy match then

permit application-services uac-policy

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 473ページのJunos OS 環境での UAC について

Junos OS エンフォーサおよび IC シリーズ UAC アプライアンスの通信

• Junos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンス間の通信について 477ページ

• Junos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンス間の通信の構成（CLI での手

順） 477ページ
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Junos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンス間の通信について

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスを IC シリーズ UAC アプライアンスに接続するよう

構成すると、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスと IC シリーズ アプライアンスは、以

下のようにして安全な通信を確立します。

1. IC シリーズ アプライアンスが、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスにサーバー証明

書を提示します。 証明書を検証するよう設定されている場合、SRX シリーズまたは J シ

リーズ デバイスが証明書を検証します （サーバー証明書の検証は必須ではありませんが、

追加のセキュリティ策として証明書を検証し、信頼に対する追加レイヤーを実装することが

できます）。

2. SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスと IC シリーズ アプライアンスは、独自のチャ

レンジ応答認証を使って、相互に認証を行います。 セキュリティ上の理由から、IC シリー

ズ アプライアンスに送られるメッセージにはパスワードは含まれません。

3. SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスの認証に成功すると、IC シリーズ アプライアン

スはユーザー認証とリソース アクセス ポリシーの情報を送ります。 SRX シリーズと J シ

リーズ デバイスは、この情報を使って、UAC ネットワーク上で Junos OS エンフォーサの

役割を果たします。

4. その後、IC シリーズ アプライアンスと Junos OS エンフォーサは、SSL 接続によって互い

に自由に通信できます。 通信は、 Junos UAC エンフォーサ プロトコル（JUEP）という専

用プロトコルで制御されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 『Unified Access Control Administration Guide』

• 473ページのJunos OS 環境での UAC について

• 477ページのJunos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンス間の通信の構成（CLI

での手順）

Junos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンス間の通信の構成（CLI での手順）

UAC 環境で SRX シリーズまたは J シリーズデバイスを Junos OS エンフォーサとして構成し、

それによって IC シリーズ UAC アプライアンス ポリシーを強制するには、SRX シリーズまた

は J シリーズ デバイスが接続する IC シリーズ アプライアンスを指定する必要があります。

始める前に、以下のことを行います。

1. 該当する Junos OS セキュリティ ポリシーで、UAC を有効にします。 476ページの「「Junos

OS 環境での UAC の有効化（CLI での手順）」」を参照してください。

2. （オプション）IC シリーズ アプライアンス サーバーの証明書を SRX シリーズまたは J

シリーズ デバイスにインポートし、証明書に署名した認証機関（CA）のプロファイルを作

成します。 721ページの「「例: 手動による CA およびローカル証明書のロード」」を参照

してください。
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3. ユーザー ロール、認証サーバーおよび許可サーバー、IC シリーズ アプライアンスでの認

証領域を設定することで、ユーザーの認証と許可を構成します。 『Unified Access Control

Administration Guide』を参照してください。

4. IC シリーズ アプライアンスでリソース アクセス ポリシーを構成し、保護リソースへのア

クセスを許可または拒否されるエンドポイントを指定します。 『Unified Access Control

Administration Guide』を参照してください。

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスを Junos OS エンフォーサとして動作させるには、

以下の手順に従います。

1. SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスが接続する IC シリーズ アプライアンスを指定

します。

• IC シリーズ アプライアンスのホスト名を指定するには、以下のように入力します。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname

• IC シリーズ アプライアンスの IP アドレスを指定するには、以下のように入力します。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname address

ip-address

注: 複数の IC シリーズ アプライアンスへのアクセスを構成する場合は、それ

ぞれを個別に定義する必要があります。 例:

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC1

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC2

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC3

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC1

address 10.10.10.1

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC2

address 10.10.10.2

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC3

address 10.10.10.3

すべての IC シリーズ アプライアンスが同じクラスタに属していることを確認

してください。

注: デフォルトでは、IC シリーズ アプライアンスはポート 11123 を選択しま

す。 このデフォルトが変更されているかどうかを特定するには、 『Unified

Access Control Administration Guide』を参照してください。

2. 以下のように入力して、IC シリーズ アプライアンスが接続する Junos OS インターフェー

スを指定します。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname interface

interface-name
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3. SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスが、IC シリーズ アプライアンスとの安全な通信

を開始するために使用するパスワードを指定します。

注: SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスで、統合型アクセス管理（UAC）

の接触間隔およびタイムアウト値を変更した場合、その変更は、SRX シリーズま

たは J シリーズ デバイスが IC シリーズ アプライアンスと次に再接続したと

きに初めて有効となります。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname password

password

4. （オプション）デバイスが、IC シリーズ アプライアンスとの SSL 通信に使用する証明書

に関する情報を指定します。

• デバイスが使用する証明書を指定するには、以下のように入力します。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname

server-certificate-subject certificate-name

• 証明書に関連付けられている CA プロファイルを指定するには、以下のように入力しま

す。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname ca-profile

ca-profile

注: IC シリーズ アプライアンス サーバーの証明書は、中間 CA から発行すること

ができます。 CA には、—ルート CA と中間 CA という 2 つのタイプが存在します。

中間 CA とは、ルート CA に対する二次的な CA であり、公開鍵基盤（PKI）階層の

他の CA に証明書を発行します。 そのため、中間 CA から証明書を発行する場合

は、証明書チェーンにおける CA プロファイルの完全なリストを指定する必要があ

ります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 477ページのJunos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンス間の通信について

Junos OS エンフォーサ ポリシーの強制

• Junos OS エンフォーサ ポリシーの強制について 480ページ

• テスト専用モードを使用した Junos OS エンフォーサ ポリシーのアクセス判断のテスト（CLI

での手順） 481ページ

• Junos OS エンフォーサ ポリシーの強制の確認 482ページ
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Junos OS エンフォーサ ポリシーの強制について

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスの Junos OS エンフォーサとしての設定が確立する

と、以下のようにトラフィックの安全が確保されます。

1. まず、Junos OS エンフォーサは、トラフィックの処理のために、適切な Junos OS セキュ

リティ ポリシーを使用します。 A セキュリティ ポリシー は、トラフィックのソース IP

アドレスやトラフィックが受け取られた日時などの基準を使って、トラフィックの通過を許

可するかどうかを判断します。

2. Junos OS セキュリティ ポリシーに基づき、トラフィックの通過を許可できると判断される

と、Junos OS エンフォーサが、認証テーブル エントリにトラフィック フローをマッピン

グします。 Junos OS エンフォーサは、フロー内の最初のパケットのソース IP アドレスを

使って、マッピングを作成します。

認証テーブル エントリ には、ソース IP アドレスと、すでに UAC セッションの確立が成

功しているユーザーのユーザー ロールが含まれます。 A ユーザー ロール は、タイプ（「エ

ンジニアリング」、「マーケティング」など）やステータス（「ウィルス対策実行」など）

の基準に基づき、ユーザー グループを特定します。 Junos OS エンフォーサは、適切な認

証テーブル エントリ内に保存されている認証結果に基づき、トラフィックの通過を許可す

るか拒否するかを判断します。

IC シリーズ UAC アプライアンスは、デバイスどうしが最初に接続したとき、または必要に

応じて、セッション中に Junos OS エンフォーサに認証テーブル エントリをプッシュしま

す。 たとえば、ユーザーのコンピュータがエンドポイントのセキュリティ ポリシーに適合

しなくなった場合、ユーザー ロールの設定を変更した場合、またはウィルスなど、ネット

ワークのセキュリティ上の問題に対応するために IC シリーズ アプライアンスのすべての

ユーザー アカウントを無効にした場合に、更新された認証テーブル エントリを Junos OS

エンフォーサにプッシュします。

Junos OS エンフォーサが、認証テーブル エントリの欠如を理由としてパケットをドロップ

すると、デバイスは IC シリーズ アプライアンスにメッセージを送信します。これを受け

て、IC シリーズ アプライアンスが新しい認証テーブル エントリをプロビジョニングして、

Junos OS エンフォーサに送信します。 この処理は、 動的認証テーブル プロビジョニング

と呼ばれます。

3. 認証テーブル エントリに基づき、トラフィックの通過を許可できると判断されると、JunosOS

エンフォーサがリソースへのフローのマッピングを行います。 Junos OS エンフォーサは、

フロー内で指定された宛先 IP アドレスを使って、マッピングを作成します。 次にデバイ

スが、リソースと、認証テーブル エントリ内で指定されたユーザー役割を使って、リソー

ス アクセス ポリシーへのフローをマッピングします。

A リソース アクセス ポリシー では、ユーザー ロールに基づいてアクセスを制御する、特

定のリソースを指定します。 たとえば、「エンジニアリング」ユーザー ロールや「ウィル

ス対策実行」ユーザー ロールのメンバーであるユーザーのみに、「エンジニアリング専用」

サーバーへのアクセスを許可するリソース アクセス ポリシーを作成することができます。

あるいは、「ウィルス対策非実行」ユーザー ロールのメンバーに、ウィルス対策ソフトウェ

アをダウンロードできる「修復」サーバーへのアクセスを許可するリソース アクセス ポリ

シーを作成することができます。
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IC シリーズ アプライアンスは、デバイスどうしが最初に接続したとき、および IC シリー

ズ アプライアンスのリソース アクセス ポリシーの構成を変更したときに、Junos OS エン

フォーサにリソース アクセス ポリシーをプッシュします。

Junos OS エンフォーサが、「拒否」ポリシーによりパケットをドロップした場合、JunosOS

エンフォーサは、IC シリーズ アプライアンスにメッセージを送信します。これを受けて、

IC シリーズ アプライアンスが、エンドポイントの Oddyssey アクセス クライアント（利

用できる場合）にメッセージを送信します （IC シリーズ アプライアンスは、エージェン

トレス クライアントには「拒否」メッセージを送信しません）。

4. リソース アクセス ポリシーに基づき、トラフィックの通過を許可できると判断されると、

Junos OS エンフォーサが、Junos OS ポリシーで定義された残りのアプリケーション サー

ビスを使って、トラフィックを処理します。 Junos OS エンフォーサは、侵入検出および防

止（IDP）、URL フィルタリング、アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）の順番

で残りのサービスを実行します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 『Unified Access Control Administration Guide』

• 477ページのJunos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンス間の通信について

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 481ページのテスト専用モードを使用した Junos OS エンフォーサ ポリシーのアクセス判断の

テスト（CLI での手順）

• 482ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの強制の確認

テスト専用モードを使用した Junos OS エンフォーサ ポリシーのアクセス判断のテスト（CLI での手順）

テスト専用モードで構成されている場合、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスは、UAC

ポリシーの設定にかかわらず、すべての UAC トラフィックの通過を有効化します。 デバイス

は、UAC ポリシーのアクセス判断を実施せずにログするため、トラフィックを妨害せずに実装

をテストすることができます。

始める前に、以下のことを行います。

1. 該当する Junos OS セキュリティ ポリシーで、UAC を有効にします。 476ページの「「Junos

OS 環境での UAC の有効化（CLI での手順）」」を参照してください。

2. Junos OS エンフォーサとして、SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスを構成します。

477ページの「Junos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンス間の通信の構成

（CLI での手順）」 を参照してください。

3. IC シリーズ UAC アプライアンスのクラスタに接続する場合は、フェールオーバー オプショ

ンを有効にします。 502ページの「Junos OS エンフォーサのフェールオーバー オプション

（CLI での手順）」 を参照してください。

テスト専用モードをアクティブまたは非アクティブにするには、以下の構成ステートメントを

入力します。

user@host# set services unified-access-control test-only-mode (true | false)
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 480ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの強制について

• 482ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの強制の確認

Junos OS エンフォーサ ポリシーの強制の確認

• Junos OS エンフォーサからの IC シリーズ UAC アプライアンス認証テーブル エントリの表

示 482ページ

• Junos OS エンフォーサからの IC シリーズ UAC アプライアンス リソース アクセス ポリ

シーの表示 482ページ

Junos OS エンフォーサからの IC シリーズ UAC アプライアンス認証テーブル エントリ

の表示

目的 IC シリーズ UAC アプライアンスから構成された認証テーブル エントリのサマリーを表示しま

す。

アクション show services unified-access-control authentication-table CLI コマンドを入力します。

Junos OS エンフォーサからの IC シリーズ UAC アプライアンス リソース アクセス ポ

リシーの表示

目的 IC シリーズ UAC アプライアンスから構成された UAC リソース アクセス ポリシーのサマリー

を表示します。

アクション show services unified-access-control policies CLI コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 480ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの強制について

• 481ページのテスト専用モードを使用した Junos OS エンフォーサ ポリシーのアクセス判断の

テスト（CLI での手順）

• Junos OS CLI Reference

Junos OS エンフォーサおよび IPsec

• IPsec を使用した Junos OS エンフォーサの実装について 483ページ

• 例: IPsec を使用した Junos OS エンフォーサとしてのデバイスの構成（CLI） 484ページ
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IPsec を使用した Junos OS エンフォーサの実装について

IPsec を使用して、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスが Junos OS エンフォーサとし

て動作するように構成するには、以下の操作を実行する必要があります。

• セキュリティ IKE ゲートウェイで構成された ID を含めます。 ID とは

「gateway1.juniper.net」などの文字列です。gateway1.juniper.net によって、各 IKE ゲー

トウェイを区別します （ID には、トラフィックが意図されているトンネルを指定します）。

• 事前共有シードを含めます。 これにより、フェーズ 1 認証情報用に、リモート ユーザーの

完全な ID から事前共有キーが生成されます。

• RADIUS の共有シークレットを含めます。 これにより、IC シリーズ UAC アプライアンスは、

Junos OS インフラネット エンフォーサから、拡張認証（XAuth）用の RADIUS パケットを受

け入れることができます。

IC シリーズ アプライアンス、Odyssey アクセス クライアント、および SRX シリーズまたは

J シリーズ デバイス間で IPsec を構成する場合、IC シリーズ アプライアンスから Odyssey

アクセス クライアントに対してサポートされる IKE（またはフェーズ 1）のプロポーザル メ

ソッドまたはプロトコル構成は以下のとおりです。

• IKE プロポーザル: authentication-method pre-shared-keys（pre-shared-keys を指定する必

要があります）

• IKE ポリシー:

• mode aggressive（アグレッシブ モードを使用する必要があります）

• pre-shared-key ascii-text key（ASCII テキストの事前共有鍵だけがサポートされていま

す）

• IKE ゲートウェイ: 動的

• hostname identity （ゲートウェイ間で一意の ID を指定する必要があります）

• ike-user-type group-ike-id（group-ike-id を指定する必要があります）

• xauth access-profile profile （xauth を指定する必要があります）

IC シリーズ アプライアンスから Odyssey アクセス クライアントに対してサポートされる

IPsec（フェーズ 2）のプロポーザル メソッドまたはプロトコル構成は以下のとおりです。

• IPsec プロポーザル: protocol esp（esp を指定する必要があります）

• IPsec VPN: establish-tunnels immediately（establish-tunnels immediately を指定する必要

があります）
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注:

• サポートされる IPsec VPN トンネルは、from-zone to to-zone セキュリティ ポ

リシーごとに 1 つだけです。 これは、IC シリーズ アプライアンスに対する制

限事項です。

• Junos OS セキュリティ ポリシーにより、異なるソース アドレス、異なる宛先ア

ドレス、またはその両方で区別される複数のポリシーの定義が可能になります。

ただし、IC シリーズ アプライアンスは、そのような構成を区別できません。 こ

の方法で複数のポリシーを有効にした場合、IC シリーズ アプライアンスは、間

違った IKE ゲートウェイを特定してしまう可能性があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 『Unified Access Control Administration Guide』

• 480ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの強制について

• 505ページのVPN の概要

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 484ページの例: IPsec を使用した Junos OS エンフォーサとしてのデバイスの構成（CLI）

例: IPsec を使用した Junos OS エンフォーサとしてのデバイスの構成（CLI）

IPsec を使用して、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスを Junos OS エンフォーサとし

て構成するには、以下の手順に従います。

1. 以下の構成ステートメントを使用して、システムと syslog の情報を設定します。

system {

host-name test_host;

domain-name test.juniper.net;

host-name test_host;

root-authentication {

encrypted-password "$1$uhqXoD0T$6h26f0xXExOqkPHQLvaTF0";

}

services {

ftp;

ssh;

telnet;

web-management {

http {

interface ge-0/0/0.0;

}

}

}

syslog {

user * {

any emergency;

}

file messages {

any critical;
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authorization info;

}

file interactive-commands {

interactive-commands error;

}

}

max-configurations-on-flash 5;

max-configuration-rollbacks 5;

license {

autoupdate {

url https://ae1.juniper.net/junos/key_retrieval;

}

}

ntp {

boot-server 1.2.3.4;

server 1.2.3.4;

}

}

注: SRX シリーズ デバイスでは、出荷時にデフォルトでバックアップ構成に対

して許容されている最大数は 5 つです。 そのため、1 つのアクティブな構成と

最大で 5 つのロールバック構成を持つことができます。 このバックアップ構成

の数を増やすことで、ディスク上のメモリ使用量とコミット時間が増加します。

出荷時のデフォルトを変更するには、以下のコマンドを使用します。

root@host# set system max-configurations-on-flash number

root@host# set system max-configuration-rollbacks number

max-configurations-on-flash は構成部分に保存されるバックアップ構成数を示

し、max-configuration-rollbacks はバックアップ構成の最大数を示します。

2. 以下の構成ステートメントを使用して、インターフェースを構成します。

interfaces {

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.64.75.135/16;

}

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 10.100.54.1/16;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

10.101.54.1/16;

}

}
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}

3. 以下の構成ステートメントを使用して、ルーティング オプションを構成します。

routing-options {

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 10.64.0.1;

route 10.11.0.0/16 next-hop 10.64.0.1;

route 172.0.0.0/8 next-hop 10.64.0.1;

route 10.64.0.0/16 next-hop 10.64.0.1;

}

}

4. 以下の構成ステートメントを使用して、セキュリティ オプションを構成します。

security {

ike {

traceoptions {

file ike;

flag all;

}

proposal prop1 {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy pol1 {

mode aggressive;

proposals prop1;

pre-shared-key ascii-text "$9$YS4ZjmPQ6CuTz6Au0cSvWLxNbiHm";

}

gateway gateway1 {

ike-policy pol1;

dynamic {

hostname gateway1.juniper.net;

connections-limit 1000;

ike-user-type group-ike-id;

}

external-interface ge-0/0/0;

xauth access-profile infranet;

}

gateway gateway2 {

ike-policy pol1;

dynamic {

hostname gateway2.juniper.net;

connections-limit 1000;

ike-user-type group-ike-id;

}

external-interface ge-0/0/0;

xauth access-profile infranet;

}

}

5. 以下の構成ステートメントを使用して、IPsec パラメータを構成します。

ipsec {

proposal prop1 {
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protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

lifetime-seconds 86400;

}

policy pol1 {

proposals prop1;

}

vpn vpn1 {

ike {

gateway gateway1;

ipsec-policy pol1;

}

}

vpn vpn2 {

ike {

gateway gateway2;

ipsec-policy pol1;

}

}

}

6. 以下の構成ステートメントを使用して、スクリーニング オプションを構成します。

screen {

ids-option untrust-screen {

icmp {

ping-death;

}

ip {

source-route-option;

tear-drop;

}

tcp {

syn-flood {

alarm-threshold 1024;

attack-threshold 200;

source-threshold 1024;

destination-threshold 2048;

queue-size 2000;

timeout 20;

}

land;

}

}

}

7. 以下の構成ステートメントを使用して、ゾーンを構成します。

zones {

security-zone trust {

tcp-rst;

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {
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all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

security-zone zone101 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

}

8. 以下の構成ステートメントを使用して、UAC のポリシーを構成します。

policies {

inactive: from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

inactive: policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;
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}

then {

permit;

}

}

inactive: policy default-deny {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

policy pol1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn vpn1;

}

application-services {

uac-policy;

}

}

log {

session-init;

session-close;

}

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy pol1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

log {

session-init;

session-close;

}

}

}

}

from-zone trust to-zone zone101 {

policy pol1 {

match {
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source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn vpn2;

}

application-services {

uac-policy;

}

}

log {

session-init;

session-close;

}

}

}

policy test {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

default-policy {

deny-all;

}

}

}

9. 以下の構成ステートメントを使用して、RADIUS サーバーの認証アクセスを構成します。

access {

profile infranet {

authentication-order radius;

radius-server {

10.64.160.120 secret "$9$KBoWX-YgJHqfVwqfTzCAvWL";

}

}

}

10.以下の構成ステートメントを使用して、UAC のサービスを構成します。

services {

unified-access-control {

inactive: infranet-controller IC27 {

address 3.23.1.2;

interface ge-0/0/0.0;

password "$9$Wjl8X-Vb2GDkev4aGUHkuOB";

}

infranet-controller prabaIC {
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address 10.64.160.120;

interface ge-0/0/0.0;

password "$9$jdkmT69pRhrz3hrev7Nik.";

}

traceoptions {

flag all;

}

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 483ページのIPsec を使用した Junos OS エンフォーサの実装について

Junos OS エンフォーサおよびインフラネット エージェントのエンドポイント セキュリティ

• Junos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使用したエンドポイント セキュ

リティについて 491ページ

• Junos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使用したエンドポイント セキュ

リティの構成 492ページ

Junos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使用したエンドポイント セキュリティにつ
いて

インフラネット エージェントは、以下の要領で、通信を開始するエンドポイントから始まる

ネットワーク上のトラフィックの安全を確保します。

1. エンドポイントで直接実行されるインフラネット エージェントが、そのエンドポイントが

統合型アクセス管理（UAC）ホスト チェッカー ポリシーに適合しているかどうかをチェッ

クします。 適合性の判断には、UAC ホスト チェッカー ポリシー内のさまざまな基準を使

用することができます。 たとえば、エンドポイントがウィルス対策ソフトウェアまたはファ

イアウォールを実行していることを確認するように、またはエンドポイントが特定のタイプ

のマルウェアやプロセスを実行していないことを確認するようにホスト チェッカー ポリ

シーを構成することができます。

2. インフラネット エージェントは、Junos OS エンフォーサに適合情報を送信します。

3. Junos OS エンフォーサは、ホスト チェッカーの適合結果に基づき、エンドポイントがネッ

トワーク上のリソースにアクセスするのを許可または拒否します。

インフラネット エージェントはエンドポイントで直接実行されるため、インフラネット エー

ジェントを使って、いつでもエンドポイントのセキュリティ適合性をチェックすることができ

ます。 たとえば、ユーザーが IC シリーズ UAC アプライアンスにサインインしようとする場

合に、インフラネット エージェントに、ただちに適合結果を送るよう要求することができま

す。インフラネット エージェントが IC シリーズ アプライアンスに肯定的な適合結果を返す

まで、ユーザーにはサインイン ページも表示されません。 また、インフラネット エージェン

トは、ユーザーがサインインしたとき、またはユーザー セッション中に定期的に適合性をチェッ

クするように設定することもできます。

インフラネット エージェントを実行するエンドポイントが適切なアクセス権を持っている場

合、適合結果が自動的に IC シリーズ アプライアンスに送信されます。IC シリーズ アプライ

アンスは、それに従って認証テーブル エントリを更新し、これを Junos OS エンフォーサに
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プッシュします。 Junos OS エンフォーサは、Odyssey アクセス クライアントおよび「エー

ジェントレス」インフラネット エージェントとの接続をサポートしています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 『Unified Access Control Administration Guide』

• 473ページのJunos OS 環境での UAC について

• 492ページのJunos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使用したエンドポイ

ント セキュリティの構成

Junos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使用したエンドポイント セキュリティの構
成

インフラネット エージェントを Junos OS-UAC 環境に統合する場合、Junos OS エンフォーサ

側で特別な構成を実行する必要はありません。 他の Junos OS-UAC 環境の場合と同様に、適切

なエンドポイントへのアクセスを有効にするセキュリティ ポリシーを作成するだけでかまいま

せん。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 491ページのJunos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使用したエンドポイ

ント セキュリティについて

Junos OS エンフォーサおよびキャプティブ ポータル

• Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルについて 492ページ

• Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルの構成について 494ページ

• 例: Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータル ポリシーの作成 495ページ

• キャプティブ ポータルのリダイレクト URL オプションについて 498ページ

• 例: キャプティブ ポータルのリダイレクト URL の構成 499ページ

Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルについて

統合型アクセス管理（UAC）環境では、ユーザーは、Junos OS エンフォーサの向こう側にある

保護リソースへのアクセスを許可される前に、まず IC シリーズ UAC アプライアンスにサイン

インして認証を受け、エンドポイントのセキュリティ チェックを受けなければならないことに

気がつかない可能性があります。 ユーザーに IC シリーズ アプライアンスにサインインさせ

るため、キャプティブ ポータル機能を構成することができます。 キャプティブ ポータル機能

を使用することで、保護リソースに向かう HTTP トラフィックを IC シリーズ アプライアンス

または Junos OS エンフォーサで設定されている URL に自動的にリダイレクトするポリシーを

Junos OS エンフォーサで構成できます。

キャプティブ ポータルは、ソース IP の強制または IPsec の強制を使用する、あるいはこの

両方の強制方法の組み合わせを使用する環境用に構成できます。
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493ページの図42 は、Junos OS エンフォーサで有効に設定されているキャプティブ ポータル機

能を示したものです。 保護リソースにアクセスするユーザーは、以下のように自動的に IC シ

リーズ アプライアンスにリダイレクトされます。

1. ユーザーが、ブラウザを使って保護リソースに移動します。

2. Junos OS エンフォーサが、ユーザーが認証されていないことを特定し、IC シリーズ アプ

ライアンスまたはその他のサーバーに要求をリダイレクトします。

3. ユーザーが、インフラネット ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

4. IC シリーズ アプライアンスが、ユーザー認証情報を認証サーバーに渡します。

5. 認証後に、IC シリーズ アプライアンスが、アクセスを希望する保護リソースにユーザーを

リダイレクトします。

図 42: Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータル機能の有効化

3

5

5
Junos

デフォルトでは、Junos OS エンフォーサは、ユーザーが入力した保護リソース URL をエンコー

ドし、IC シリーズ アプライアンスに転送します。 IC シリーズ アプライアンスは、保護リ

ソースの URL を使って、ユーザーが保護リソースに移動できるよう支援します。 IC シリーズ

アプライアンスが保護リソース URL を使用する方法は、ユーザーのエンドポイントが Odyssey

アクセス クライアントまたは Junos Pulse のどちらを実行しているかに左右されます。 ユー

ザーのエンドポイントが Odyssey アクセス クライアントも Junos Pulse も実行していない場

合（つまり、エージェントレスまたは Java エージェント構成になっている場合）、IC シリー

ズ アプライアンスは自動的に新しいブラウザ ウィンドウを開き、HTTP を使って、ユーザーに

よるサインインの後で保護リソースにアクセスします。 エンドポイントが Odyssey アクセス

クライアントを使用している場合、IC シリーズ アプライアンスは、ユーザーによるサインイ

ンの後で自動的に開く Web ページにハイパーリンクを挿入します。 ユーザーは、このハイパー

リンクをクリックし、同じブラウザ ウィンドウ上で HTTP を使って保護リソースにアクセスす

る必要があります。
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Junos OS エンフォーサは HTTP トラフィック用のキャプティブ ポータル機能だけをサポート

しています。 HTTPS、または非ブラウザ アプリケーション（電子メール アプリケーションな

ど）を使って保護リソースにアクセスする場合、Junos エンフォーサはトラフィックをリダイ

レクトしません。 HTTPS または非ブラウザ アプリケーションを使う場合は、保護リソースに

アクセスする前に、まず IC シリーズ アプライアンスに手動でサインインしなければなりませ

ん。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 473ページのJunos OS 環境での UAC について

• 494ページのJunos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルの構成について

• 495ページの例: Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータル ポリシーの作成

• 498ページのキャプティブ ポータルのリダイレクト URL オプションについて

• 499ページの例: キャプティブ ポータルのリダイレクト URL の構成

Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルの構成について

キャプティブ ポータル機能を構成するには、Junos OS エンフォーサでセキュリティ ポリシー

を作成し、キャプティブ ポータル セキュリティ ポリシーのリダイレクト オプションを指定

します。 トラフィックは、外部サーバーか IC シリーズ UAC アプライアンスのどちらかにリ

ダイレクトするよう選択することができます。 また、すべてのトラフィックをリダイレクトし

たり、認証されていないトラフィックだけをリダイレクトしたり選択することもできます。

• トラフィックを外部の Web サーバーにリダイレクトする — HTTP トラフィックを IC シリー

ズ アプライアンスではなく外部の Web サーバーにリダイレクトするよう、Junos OS エン

フォーサを設定することができます。 たとえば、保護リソースにアクセスするためには、ま

ず IC シリーズ アプライアンスにサインインする必要があることをユーザーに対して説明す

る Web ページに、HTTP トラフィックをリダイレクトすることができます。 また、ユーザー

がサインインできるように、Web ページ上に IC シリーズ アプライアンスへのリンクを入れ

ることもできます。

• 認証されていないトラフィックをリダイレクトする — 使用する環境で、ソース IP のみ、ま

たはソース IP と IPsec の組み合わせを使用している場合は、このオプションを選択しま

す。 Junos OS エンフォーサは、認証されていないユーザーからのクリアテキスト トラフィッ

クを、現在接続している IC シリーズ アプライアンス、またはリダイレクト URL で指定さ

れている IP アドレスかドメイン名にリダイレクトします。 ユーザーが IC シリーズ アプ

ライアンスにサインインし、ユーザーのエンドポイント システムが、IC シリーズ アプライ

アンスのセキュリティ ポリシーの要件を満たしている場合、Junos OS エンフォーサは、ユー

ザーのクリアテキスト トラフィックのソース IP 環境への通過を許可します。 IPsec 環境

では、Odyssey アクセス クライアントは、ユーザーと Junos OS エンフォーサの間に VPN

トンネルを作成します。 次に Junos OS エンフォーサは、VPN ポリシーを適用して、暗号化

されたトラフィックの通過を許可します。

• すべてのトラフィックをリダイレクトする — リダイレクト URL で指定した URL にすべての

トラフィックをリダイレクトする場合は、このオプションを指定します。

• 複数の IC シリーズ アプライアンスでトラフィックをリダイレクトする — Junos OS エン

フォーサでは、複数の IC シリーズ アプライアンスを構成することができますが、常に 1

つの IC シリーズ アプライアンスにのみ接続されます。 IC シリーズ アプライアンスへの
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接続が失敗すると、Junos OS エンフォーサは、次に構成されている IC シリーズ アプライ

アンスへの接続を試行します。 そのため、ある一定の時期に、どの IC シリーズ アプライ

アンスが Junos OS エンフォーサに接続しているかはわかりません。 Junos OS エンフォー

サが、接続されている IC シリーズ アプライアンスに確実にトラフィックをリダイレクトす

るようにするには、デフォルトのリダイレクト URL または %ic-ip% オプションを URL に設

定します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 473ページのJunos OS 環境での UAC について

• 492ページのJunos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルについて

• 495ページの例: Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータル ポリシーの作成

• 498ページのキャプティブ ポータルのリダイレクト URL オプションについて

• 499ページの例: キャプティブ ポータルのリダイレクト URL の構成

例: Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータル ポリシーの作成

この例では、Junos エンフォーサでキャプティブ ポータル ポリシーを作成する方法を示しま

す。 この例では、保護するデータ センター リソースの前に Junos OS エンフォーサを配置

し、Junos OS エンフォーサでキャプティブ ポータル機能を構成します。 これにより、Junos

OS エンフォーサは、保護リソース用に指定されている HTTP トラフィックを、認証のために

IC シリーズ UAC アプライアンスに自動的にリダイレクトします。

• 要件 495ページ

• 概要 496ページ

• 構成 496ページ

• 確認 497ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ユーザーがデバイスにアクセスできるように、ネットワーク上に IC シリーズ アプライアン

スを配備します。 IC シリーズ アプライアンスの内部ポートを使用して、ユーザーと Junos

OS エンフォーサ（この例では SRX210 デバイス）と認証サーバーを接続します。 477ページ

の「「Junos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンス間の通信の構成（CLI で

の手順）」」を参照してください。

• セキュリティ ゾーンと Junos OS エンフォーサのインターフェースを設定します。 エンド

ユーザーが、保護リソースとは異なるセキュリティ ゾーンにいることを確認してください。

たとえば、データ センター内の保護ソースが信頼されているゾーンで構成されていて、ユー

ザーが信頼されていないゾーンにいる場合が挙げられます。 150ページの「「例: セキュリ

ティ ゾーンの作成」」を参照してください。

• 各ユーザーを、外部認証サーバーまたはローカル認証サーバーに追加します。 各ユーザーの

ロールとレルムを設定します。 ネットワーク セキュリティのニーズに基づいて、保護リソー

スへのアクセスを提供することができます。 『Unified Access Control Administration

Guide』を参照してください。
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概要

この例では、適合し、認証されたユーザーだけがアクセスを許可されるようにすることで、信

頼されたゾーンを LAN 上のユーザーから保護します。 ネットワークには、毎月新しいユーザー

が参加してきます。 新しいユーザーに対して IC シリーズ アプライアンスにログインするよ

う促すことなく、認証されていないユーザーが自動的に IC シリーズ アプライアンスにリダイ

レクトされるよう、システムのキャプティブ ポータル機能を構成します。

ここで説明する手順では、my-policy というセキュリティ ポリシーを作成し、このポリシー用

の一致条件を指定し、UAC ポリシーの一部としてキャプティブ ポータル ポリシーを指定して、

IC シリーズ アプライアンスに向かうトラフィックのリダイレクトの基準を設定する方法を示

します。 この例では、my-policy ポリシーで以下のことを指定します。

• trust という名前の構成済みゾーンから untrust という名前の構成済みゾーンへのすべての

トラフィックに一致する一致条件を指定します。

• UAC ポリシーの一部として、my-captive-portal-policy というキャプティブ ポータル ポリ

シーを指定します。

• リダイレクト トラフィックの基準を unauthenticated に指定します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy my-policy match

destination-address any source-address any application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy my-policy then permit

application-services uac-policy captive-portal my-captive-portal-policy

set services unified-access-control captive-portal my-captive-portal-policy redirect-traffic

unauthenticated

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 CLI の操作に関する

情報については、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration

Mode」を参照してください。

Junos OS エンフォーサでキャプティブ ポータル ポリシーを作成するには、以下の手順に従い

ます。

1. ポリシーの一致基準を指定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust policy my-policy]

user@host# set match destination-address any source-address any application any

2. UAC ポリシーの一部として、セキュリティ ポリシーで指定された条件に一致するトラ

フィックに適用されるキャプティブ ポータル ポリシーを指定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust policy my-policy]

user@host# set then permit application-services uac-policy captive-portal

my-captive-portal-policy

3. 認証されていないすべてのトラフィックを IC シリーズ アプライアンスにリダイレクト

します。
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[edit services unified-access-control]

user@host# set captive-portal my-captive-portal-policy redirect-traffic

unauthenticated

結果 構成モードで show services および show security policies コマンドを入力して、構成内容を

確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正

します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

user@host# show services

unified-access-control {

captive-portal my-captive-portal-policy {

redirect-traffic unauthenticated;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

...

from-zone untrust to-zone trust {

policy my-policy {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

application-services {

uac-policy {

captive-portal my-captive-portal-policy;

}

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• キャプティブ ポータル ポリシーの確認 497ページ

キャプティブ ポータル ポリシーの確認

目的 キャプティブ ポータル ポリシーが作成されたことを確認します。

アクション 動作モードで、show security policies detail コマンドを入力します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 473ページのJunos OS 環境での UAC について

• 492ページのJunos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルについて

• 494ページのJunos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルの構成について

• 498ページのキャプティブ ポータルのリダイレクト URL オプションについて

• 499ページの例: キャプティブ ポータルのリダイレクト URL の構成

キャプティブ ポータルのリダイレクト URL オプションについて

デフォルトでは、キャプティブ ポータル ポリシーを構成すると、Junos OS エンフォーサは

HTTPS を使用して、現在接続されている IC シリーズ UAC アプライアンスに HTTP トラフィッ

クをリダイレクトします。 リダイレクトを実行するため、Junos OS エンフォーサは、IP アド

レスまたは Junos OS エンフォーサ上で IC シリーズ アプライアンス インスタンスを構成し

た際に指定したドメイン名を使用します。 Junos OS エンフォーサが、デフォルトのリダイレ

クトで使用する URL の書式は次のとおりです。

https://%ic-ip%/?target = %dest-url% &enforcer = %enforcer-id% &policy = %policy-id%

&dest-ip = %dest-ip%

Junos OS エンフォーサをクラスタ内の複数の IC シリーズ アプライアンスで動作するように

構成している場合、現在の IC シリーズ アプライアンスの接続が切れると、Junos OS エン

フォーサは HTTP トラフィックを自動的に構成リスト内の次のアクティブな IC シリーズ アプ

ライアンスにリダイレクトします。 Junos OS エンフォーサは、一度に 1 つの IC シリーズ

アプライアンスにのみトラフィックをリダイレクトします。

そうでない場合、ユーザーがサインインするときに、ブラウザに証明書の警告が表示されます。

以下の場合を除き、デフォルトのリダイレクトの宛先をオーバーライドする必要はありません。

• IC シリーズ アプライアンスのクラスタに対して VIP を使用しており、Junos OS エンフォー

サが IC シリーズ アプライアンスの物理 IP アドレスに接続するよう構成されている場合。

• IC シリーズ アプライアンスではなく、Web サーバーにトラフィックをリダイレクトする場

合。

• サイト上の分割 DNS または IP ルーティングの制約により、Junos OS エンフォーサがエン

ドポイント以外の IC シリーズ アプライアンスの別のアドレスを使用している場合、エンド

ポイントが IC シリーズ アプライアンスにアクセスするために使用するドメイン名または

IP アドレスを指定する必要があります。

注: キャプティブ ポータルで、宛先として IC シリーズ UAC アプライアンスの

URL が構成されている場合は、HTTPS だけを使用してトラフィックをリダイレク

トしてください。

499ページの表40 は、リダイレクト URL 文字列で構成できる各種オプションをまとめたもの

です。
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表40: リダイレクト URL 文字列のオプション

説明URL 文字列

ユーザーがアクセスを試みる保護リソースを指定します。%dest-url%

IC シリーズ アプライアンスが、Junos OS エンフォーサに割り当てる ID を指

定します。

%enforcer-id%

トラフィックをリダイレクトするキャプティブ ポータル セキュリティ ポリ

シーの暗号化ポリシー ID を指定します。

%policy-id%

ユーザーがアクセスを試みる保護リソースの IP アドレスまたはホスト名を指

定します。

%dest-ip%

現在、Junos OS エンフォーサが接続している IC シリーズ アプライアンスの

IP アドレスまたはホスト名を指定します。

%ic-ip%

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 473ページのJunos OS 環境での UAC について

• 492ページのJunos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルについて

• 494ページのJunos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータルの構成について

• 495ページの例: Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータル ポリシーの作成

• 499ページの例: キャプティブ ポータルのリダイレクト URL の構成

例: キャプティブ ポータルのリダイレクト URL の構成

この例では、現在接続している IC シリーズ UAC アプライアンス、またはリダイレクト URL

で指定した IP アドレスまたはドメイン名にトラフィックをリダイレクトする方法を示します。

認証のためには、IC シリーズ アプライアンスにトラフィックをリダイレクトするデフォルト

構成を推奨します。

• 要件 499ページ

• 概要 500ページ

• 構成 500ページ

• 確認 500ページ

要件

リダイレクト URL を指定する前に、キャプティブ ポータル ポリシーを構成していることを確

認します。 キャプティブ ポータル ポリシーの作成に関する詳細については、495ページの

「「例: Junos OS エンフォーサでのキャプティブ ポータル ポリシーの作成」」を参照してく

ださい。

499Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第19章: インフラネット認証

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


概要

この例では、トラフィックを IC シリーズ アプライアンスにリダイレクトする URL を構成し、

認証後は、トラフィックを自動的に保護ソースに転送します。 このトピックの構成手順では、

URL を https://my-website.com に設定する方法について説明します。

現在接続している IC シリーズ アプライアンス、またはリダイレクト URL で指定した IP ア

ドレスまたはドメイン名にトラフィックをリダイレクトできます。 認証のためには、IC シリー

ズ アプライアンスにトラフィックをリダイレクトするデフォルト構成を推奨します。

デフォルトのリダイレクト先をオーバーライドする必要がある場合は、以下のリダイレクト オ

プションを任意に組み合わせて指定することができます。

• https://IP or domain name/URL path/target=%dest-url%— IC シリーズ アプライアンスま

たは Web サーバーでの認証後に、ユーザーを自動的に保護リソースに転送します。 Junos

OS エンフォーサは、%dest-url% パラメータを保護リソース URL に置き換えて、保護リソー

ス URL を暗号形式で IC シリーズ アプライアンスに転送します。

• https://IP or domain name/target=URL path— IC シリーズ アプライアンスまたは Web サー

バーでの認証後に、ユーザーを自動的に指定された URL に転送します。

• https://IP or domain name/URL path— 認証後、ユーザーを IC シリーズ アプライアンスの

認証ページにリダイレクトしますが、保護リソースには転送しません。 ユーザーは、手動で

新しいブラウザ ウィンドウを開いてサインインした後で、改めて保護リソース URL を入力

する必要があります。

• redirect-all— すべてのトラフィックを指定されたリダイレクト URL にリダイレクトしま

す。

構成

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 CLI の操作に関する

情報については、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration

Mode」を参照してください。

Junos OS エンフォーサで、キャプティブ ポータル機能用のリダイレクト URL を構成するに

は、以下の手順に従います。

1. 事前構成されたキャプティブ ポータル ポリシー用のリダイレクトURL を指定します。

[edit services unified-access-control]

user@host# set captive-portal my-captive-portal-policy redirect-url

https://192.168.0.100/target=my-website.com

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show services unified-access-control

captive-portal my-captive-portal-policy コマンドを入力します。
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Junos OS エンフォーサおよび IC シリーズ UAC アプライアンスのクラスタのフェールオーバー

• Junos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンスのクラスタ間の通信につい

て 501ページ

• Junos OS エンフォーサのフェールオーバー オプション（CLI での手順） 502ページ

Junos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンスのクラスタ間の通信について

IC シリーズ アプライアンス クラスタと呼ばれる可用性の高い構成を使用し、Junos OS エン

フォーサを複数の IC シリーズ UAC アプライアンスと稼動させるよう構成することができま

す。 Junos OS エンフォーサは、一度に 1 つの IC シリーズ アプライアンスとだけ通信し、

他の IC シリーズ アプライアンスはフェールオーバーに使用されます。 Junos OS エンフォー

サは、クラスタに追加した最初の IC シリーズ アプライアンスに接続できなかった場合、再

度、失敗した IC シリーズ アプライアンスへの接続を試みます。 その後、クラスタ内の他の

IC シリーズ アプライアンスにフェールオーバーします。 また、接続が発生するまで、クラス

タ内の IC シリーズ アプライアンスへの接続の試行を続けます。

Junos OS エンフォーサがインフラネット エンフォーサへの接続を確立できなかった場合、す

べての既存の認証テーブル エントリと統合型アクセス管理（UAC）ポリシーを保持し、指定さ

れたタイムアウト アクションを発生させます。 タイムアウト アクションには、以下のものが

あります。

• close — 既存のセッションを閉じて、それ以降のトラフィックをブロックします。 これはデ

フォルトのオプションです。

• no-change — 既存のセッションを保持し、新しいセッションのための認証を要求します。

• open — 既存のセッションを保持し、新しいセッションのアクセスを許可します。

Junos OS エンフォーサが IC シリーズ アプライアンスへの接続を再確立すると、IC シリーズ

アプライアンスは、Junos OS エンフォーサに保存されている認証テーブル エントリおよび UAC

ポリシーと、IC シリーズ アプライアンスに保存されている認証テーブル エントリおよびポリ

シーを比較し、必要に応じて 2 つの間で調整を行います。

注: Junos OS エンフォーサで設定されている IC シリーズ アプライアンスは、す

べて同じ IC シリーズ アプライアンス クラスタのメンバーでなければなりません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 『Unified Access Control Administration Guide』
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• 480ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの強制について

• 480ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの強制について

• 502ページのJunos OS エンフォーサのフェールオーバー オプション（CLI での手順）

Junos OS エンフォーサのフェールオーバー オプション（CLI での手順）

IC シリーズ UAC アプライアンスのフェールオーバー処理を構成するには、IC シリーズ アプ

ライアンスのクラスタに接続するように Junos OS エンフォーサを構成する必要があります。

Junos OS エンフォーサは、クラスタ内の IC シリーズ アプライアンスの 1 つと通信を行い、

残りの IC シリーズ アプライアンスはフェールオーバー処理に使用されます。

始める前に、以下のことを行います。

1. 該当する Junos OS セキュリティ ポリシーで、UAC を有効にします。 476ページの「Junos

OS 環境での UAC の有効化（CLI での手順）」を参照してください。

2. Junos OS エンフォーサとして、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスを構成します。

構成中に、Junos OS エンフォーサが接続する IC シリーズ アプライアンスのクラスタを定

義します。 476ページの「「Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI での手順）」」を参照

してください。

フェールオーバー処理を構成するには、以下の手順に従います。

1. Junos OS エンフォーサが、アクティブな接続であることを表すハートビート信号を IC シ

リーズ アプライアンスから受け取る頻度（秒数）を指定します。

user@host# set services unified-access-control interval seconds

2. Junos OS エンフォーサが、現在の接続のタイムアウトを検討する間隔（秒数）を指定しま

す。

user@host# set services unified-access-control timeout seconds

3. Junos OS エンフォーサが、IC シリーズ アプライアンス クラスタへの接続がタイムアウト

したときに、現在およびそれ以降のすべてのトラフィック セッションを取り扱う方法を指

定します。

user@host# set services unified-access-control timeout-action (close | no-change |

open)

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 501ページのJunos OS エンフォーサと IC シリーズ UAC アプライアンスのクラスタ間の通信

について
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第7部

仮想プライベート ネットワーク

• インターネット プロトコル セキュリティ 505ページ

• 証明書の公開鍵暗号化 705ページ

• 動的 VPN 733ページ

• グループ VPN 797ページ
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第20章

インターネット プロトコル セキュリティ

• VPN の概要 505ページ

• IKE および IPsec パケット処理について 513ページ

• IKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について 520ページ

• IKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について 522ページ

• インターネット鍵交換バージョン 2 について 524ページ

• ルートベース VPN 525ページ

• ポリシーベース VPN 560ページ

• ハブアンドスポーク方式 VPN 580ページ

• NAT 通過 613ページ

• VPN ウィザードを使用した IPsec VPN の構成 665ページ

• IPv6 IKE および IPsec パケット処理について 666ページ

• IPv6 IPsec 構成の概要 670ページ

• 例: IPv6 IPsec Manual VPN の構成 671ページ

• 例: IPv6 AutoKey IKE ポリシーベース VPN の構成 673ページ

• グローバル SPI および VPN 監視機能 690ページ

• ルートベース VPN に対する仮想ルーターのサポート 691ページ

• 例: 仮想ルーターでの st0 インターフェースの構成 692ページ

• 仮想ルーターの制限について 696ページ

• VPN アラームと監査について 697ページ

• 例: FIPS セルフテストの構成 698ページ

• 例: セキュリティ アラームの通知として音声アラートを設定する 701ページ

• 例: 潜在的な違反に応じたセキュリティ アラームの生成 702ページ

VPN の概要

仮想プライベート ネットワーク（VPN）は、インターネットのような公開された WAN 全域で各

リモート コンピュータ間を安全に通信する手段を提供します。

VPN 接続は、2 つの LAN（サイト間 VPN）、またはリモート ダイヤルアップ ユーザーと LAN

を接続することができます。 この 2 つのポイントを流れるトラフィックは、ルーター、スイッ

505Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.



チ、および他のネットワーク設備などの共有リソースを通過します。 これらの設備によって公

開 WAN が構成されます。 WAN の通過中、 VPN 通信を安全に行うために、2 つの参加者は IP

セキュリティ（IPsec）トンネルを作成します。

注: トンネル という用語は、トンネル モードを意味するものではありません（513

ページの「トンネル モードでのパケット処理」を参照してください）。 この用語

は、IPsec 接続を表します。

IPsec は、IP パケット レイヤーで暗号化して、通信を安全にするための関連プロトコル ス

イートです。 また、IPSec はセキュリティ アソシエーション（SA）と鍵配分の手動および自

動ネゴシエーションの方法も提供します。このためのすべての属性は、解釈ドメイン（DOI）に

集められます。 IPsec DOI は、VPN トンネルのネゴシエーションを正常に行うために必要なす

べてのセキュリティ パラメータの定義を含むドキュメントです。 基本的に、SA と IKE ネゴ

シエーションに必要とされるすべての属性に関する定義が含まれます。 詳細については、RFC

2407 および RFC 2408 を参照してください。

このトピックには以下のセクションがあります。

• IPsec VPN トポロジ 506ページ

• ポリシーベース VPN とルートベース VPN の比較 506ページ

• セキュリティ アソシエーション 507ページ

• IPsec 鍵管理 508ページ

• IPsec セキュリティ プロトコル 510ページ

• IPsec トンネル ネゴシエーション 512ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイの分散型 VPN 512ページ

IPsec VPN トポロジ

Junos オペレーティング システム（OS）がサポートする IPsec VPN トポロジの例として、以

下のものが挙げられます。

• サイト間 VPN — 組織内の 2 つのサイトを接続し、サイト間の安全なコミュニケーションを

可能にします。

• ハブアンドスポーク方式 VPN — 企業ネットワーク内において、支社から本社へ接続します。

また、ハブを通してトラフィックを送ることで、スポークどうしを接続するためにこのトポ

ロジを使用することもできます。

• リモート アクセス VPN — 在宅勤務者や出張者が、本社やそのリソースに接続できるように

します。 このトポロジは、end-to-site tunnelと呼ばれる場合もあります。

ポリシーベース VPN とルートベース VPN の比較

507ページの表41 は、ポリシーベース VPN とルートベース VPN の違いをまとめたものです。
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表41: ポリシーベース VPN とルートベース VPN の比較

ルートベース VPNポリシーベース VPN

ルートベース VPN では、ポリシーは VPN トンネルを具体的に参照しま

せん。

ポリシーベース VPN では、トンネルはオブジェクトとして扱

われ、ソース、宛先、アプリケーション、およびアクションと

ともに VPN トラフィックを許可するポリシーを構成します。

ルートは、宛先 IP アドレスに基づき、どのトラフィックがトンネルを

介して送られてくるのかを決定します。

トンネル ポリシーは、VPN トンネルの特定の名前を参照しま

す。

作成するルートベース VPN トンネルの数は、（ポイント間 VPN の）st0

インターフェースの数か、デバイスがサポートするトンネル数のいずれ

か低い方によって制限されます。

作成できるポリシーベース VPN トンネルの数は、デバイスが

サポートするトンネルの数によって制限されます。

ポリシーではなく、ルートがトンネルを通過するトラフィックを決定す

るため、単一の SA または VPN で複数のポリシーをサポートできます。

ポリシーベースの VPN では、同一の VPN トンネルを参照する

トンネル ポリシーを多数作成することができますが、各トン

ネル ポリシーのペアは、個々の IPsec SA とリモート ピアを

作成します。 各 SA は、個別の VPN トンネルとしてカウント

されます。

ルートベースの VPN では、トラフィックの規制は送信手段と結び付け

られていません。

ポリシーベースの VPN では、アクションが許可され、トンネ

ルを含む必要があります。

ルートベースの VPN は、VPN トンネルを介した動的ルーティング情報

の交換をサポートしています。 VPN トンネルにバインドされた st0 イ

ンターフェースで、OSPF などの動的ルーティング プロトコルのインス

タンスを使用可能にできます。

動的ルーティング情報の交換は、ポリシーベースの VPN では

サポートされていません。

ルートベース VPN は、ルートを使ってトンネルに送られるトラフィッ

クを指定します。そのため、ポリシーは特定の VPN トンネルを参照し

ません。

トンネルに送られるトラフィックの指定に関して、ルートより

もさらに細分性が必要な場合は、ポリシーベース VPN をセキュ

リティ ポリシーと合わせて使うのが最善の選択です。

セキュリティ デバイスは、宛先アドレスへ送信するためにトラフィッ

クを経由させるインターフェースを特定する目的でルート ルックアッ

プを実行し、セキュア トンネル（st0）インターフェースを経由する

ルートを特定します。

ルートベース VPN トンネルでは、トンネルはトラフィックを送信する

ための手段として考えることができます。また、ポリシーはそのトラ

フィックの送信を許可または拒否する方法として考えることができま

す。

ポリシーベース VPN トンネルでは、トンネルをポリシーの構

築要素として考えることができます。

セキュリティ アソシエーション

セキュリティ アソシエーション（SA）とは、通信チャンネルを安全にする際に使用する方法と

パラメータに関する VPN 参加者間の 1 方向の一致です。 完全双方向通信では、各方向に 1

つずつ、少なくとも 2 つの SA を必要とします。 IPsec トンネルは、SA を介して以下のセ

キュリティ機能を提供することができます。

• プライバシー（暗号化を使用）

• コンテンツ保全性（データ認証を使用）

• 送信側認証（証明書を使用する場合）および否認防止（データ発生元認証を使用）
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使用されるセキュリティ機能は、ニーズによって異なります。 IP パケット ソースおよびコン

テンツ保全性の認証だけが必要である場合、暗号化パスワードを適用することなく、そのパケッ

トを認証できます。 また、プライバシーの保護のみを重視する場合、認証メカニズムを適用す

ることなくパケットを暗号化できます。 オプションで パケットの暗号化と認証の両方を行う

こともできます。 ネットワーク セキュリティ設計では、多くの場合、VPN トラフィックの暗

号化、認証、および再生保護が選択されます。

IPsec トンネルは、トンネルの各方向に 1 つずつある 1 組の 1 方向性 SA で構成されます。

これによりセキュリティ パラメータ インデックス（SPI）、宛先 IP アドレス、使用されるセ

キュリティ プロトコル（認証ヘッダー（AH）またはセキュリティ ペイロードのカプセル化

（ESP））を指定します。 SA は、以下の通信を保護するためのコンポーネントをまとめます。

• セキュリティ アルゴリズムと鍵

• プロトコル モード（トランスポートまたはトンネル）。 Junos OS デバイスは、常にトンネ

ル モードを使用します （513ページの「トンネル モードでのパケット処理」を参照してくだ

さい）。

• 鍵管理方法（手動鍵または AutoKey IKE） （508ページの「IPsec 鍵管理」 を参照してくだ

さい）。

• SA の有効期限

インバウンド トラフィックについては、Junos OS が次の 3 つの組み合わせを使用して SA を

ルックアップします。

• 宛先 IP アドレス

• セキュリティ プロトコル（AH または ESP） （510ページの「IPsec セキュリティ プロトコ

ル」 を参照してください）。

• セキュリティ パラメータ インデックス（SPI）値

アウトバウンド VPN トラフィックについては、ポリシーが VPN トンネルと関連する SA を呼

び出します。

IPsec 鍵管理

鍵の配布と管理は、VPN を正しく使用するために重要です。 Junos OS は、3 種類の鍵作成メ

カニズムによって、VPN トンネルを作成するための IPsec 技術をサポートしています。

• 手動鍵

• 事前共有鍵または証明書付きの Autokey IKE

鍵作成メカニズム（認証メソッドとも呼ばれます）は、フェーズ 1 およびフェーズ 2 プロポー

ザル設定の際に選択することができます。 512ページの「IPsec トンネル ネゴシエーション」

を参照してください。

注: 現在のところ、動的 VPN 機能では、手動鍵作成と証明書付きの AutoKey IKE

はサポートされていません。
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このトピックには以下のセクションがあります。

• 手動鍵 509ページ

• AutoKey IKE 509ページ

• Diffie-Hellman の鍵交換 510ページ

手動鍵

トンネルの両端の管理者は、手動鍵を使用してすべてのセキュリティ パラメータを構成しま

す。 これは、ネットワークが小規模で変化がなく、鍵の配布、保守、追跡が容易な場合に実行

可能な技術です。 ただし、手動鍵構成を遠くまで安全に配布するには、セキュリティの問題が

伴います。 鍵を直接手渡す場合を除き、その鍵が転送中にまったく破損していないという確信

を得ることはできません。 また、その鍵を変えようとするたびに、その鍵を最初に配布したと

きと同じセキュリティ問題に直面してしまいます。

AutoKey IKE

非常に多数のトンネルを作成して管理しなければならない場合、すべての要素を手動で構成し

なくてもよい方法が必要です。 IPsec は、インターネット鍵交換（IKE）プロトコルを使用し

て、鍵とセキュリティ アソシエーションの自動生成およびネゴシエーションをサポートしてい

ます。 Junos OS では、そのような自動トンネル ネゴシエーションを AutoKey IKE と呼び、

事前共有鍵付きの AutoKey IKE と証明書付きの AutoKey IKE をサポートしています。

• 事前共有鍵付きの AutoKey IKE — IKE セッションで参加者を認証するために、事前共有鍵に

よるAutoKey IKEを使って、双方が前もって事前共有鍵を構成して安全に交換する必要があり

ます。 この点では、安全な鍵配布の問題は手動鍵の場合と同じです。 ただし、AutoKey は

手動鍵とは異なり、いったん配布されると、所定の間隔で IKE プロトコルを使用してその鍵

を自動的に変更することができます。 鍵を頻繁に変更することでセキュリティも大幅に向上

し、また自動的に変更することで鍵管理の責任が少なくなります。 ただし、鍵を変更すると

トラフィック オーバーヘッドが増えるため、あまり頻繁に変更を行うとデータ伝送効率が低

下してしまいます。

注: 事前共有鍵とは、両方の参加者が通信を始める前に持たなければならない暗

号化と復号化両方のための鍵です。

• 証明書付きの AutoKey IKE — AutoKey IKE ネゴシエーション中に参加者を認証するために証

明書を使用する場合、各参加者は、公開/秘密鍵ペアを生成し、証明書を取得します。 認証

機関（CA）の発行が両参加者に信頼されている限り、参加者はピアの公開鍵を取り出し、ピ

アの署名を確認することができます。 鍵と SA の追跡は必要ありません。IKE が自動的に行

います。
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Diffie-Hellman の鍵交換

Diffie-Hellman（DH）鍵交換を使用すると、参加者は共有秘密値を作成できます。 この技術の

強みは、通信路を通じてシークレット値を渡すことなく、セキュアでない媒体越しにシークレッ

ト値を作成できる点にあります。 DH グループは 5 つありますが、Junos OS は、グループ 1、

2、5、および 14 をサポートしています。 各グループの計算で使用されるプライム モジュラ

スの大きさは、以下のように異なります。

• DH グループ 1—768 ビット モジュラス

• DH グループ 2—1024 ビット モジュラス

• DH グループ 5—1536 ビット モジュラス

• DH グループ 14—2048 ビット モジュラス

注: DH グループ 1 のセキュリティ強度は低下しているため、使用は推奨していま

せん。

モジュラスが大きいほど、生成された鍵の安全性は高くなると考えられますが、モジュラスが

大きくなればなるほど、鍵生成プロセスには長く時間がかかることになります。 各 DH グルー

プのモジュラスのサイズは異なるため、参加者は同じグループを使用することに合意する必要

があります。

注: フェーズ 1 ネゴシエーションで複数のプロポーザル（最大 ４ つ）を構成す

る場合、すべてのプロポーザルで同じ DH グループを使用してください。 同じガイ

ドラインが、フェーズ 2 ネゴシエーションの複数のプロポーザルにも適用されま

す。

IPsec セキュリティ プロトコル

IPsec は、IP レイヤーの通信を安全にするために 2 つのプロトコルを使用します。

• 認証ヘッダー（AH） — IP パケットのソースを認証し、そのコンテンツの保全性を確認する

ためのセキュリティ プロトコル

• セキュリティ ペイロードのカプセル化（ESP） — IP パケット全体を暗号化する（およびそ

のコンテンツを認証する）ためのセキュリティ プロトコル

また、フェーズ 2 のプロポーザル構成時に、authentication and encryption algorithms—と

呼ばれるセキュリティプ ロトコルも選択できます。 512ページの「IPsec トンネル ネゴシエー

ション」 を参照してください。

このトピックには以下のセクションがあります。

• AH プロトコル 511ページ

• ESP プロトコル 511ページ
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AH プロトコル

認証ヘッダー（AH）プロトコルは、パケットの内容と発信元の信頼性および保全性を確認する

手段を提供します。 秘密鍵と MD5 または SHA-1 ハッシュ機能のどちらかを使用し、ハッシュ

ベースのメッセージ認証コード（HMAC）で計算されたチェックサムによって、パケットを認証

することができます。

• メッセージ ダイジェスト 5（MD5） — 任意に指定した長さのメッセージと 16 バイト鍵か

ら、128 ビット ハッシュ（ デジタル署名 または メッセージ ダイジェストとも呼ばれる）

を生成するアルゴリズム。 その結果発生するハッシュは、コンテンツおよびソースの信頼性

と保全性を確認するために、入力の指紋のように使用されます。

• セキュア ハッシュ アルゴリズム（SHA-1） — 任意に指定した長さのメッセージと 20 バイ

ト鍵から、160 ビット ハッシュを生成するアルゴリズム。 より大きなハッシュが生成され

るため、一般に MD5 より安全とみなされます。 計算処理が ASIC で行われるため、性能コ

ストはごくわずかです。

注: MD5 ハッシュ アルゴリズムに関する詳細については、RFC 1321 および RFC

2403 を参照してください。 SHA ハッシュ アルゴリズムに関する詳細については、

RFC 2404 を参照してください。 HMAC の詳細については、RFC 2104 を参照してく

ださい。

ESP プロトコル

セキュリティ ペイロードのカプセル化（ESP）プロトコルは、プライバシー（暗号化）および

ソース認証とコンテンツ保全性（認証）を保証するための手段を提供します。 トンネル モー

ドでの ESP は、IP パケット全体（ヘッダーとペイロード）をカプセル化し、新規 IP ヘッダー

を現在の暗号化済みパケットに追加します。 この新規 IP ヘッダーには、ネットワークを通じ

て保護されたデータを送信するために必要な宛先アドレスが含まれます （513ページの「トンネ

ル モードでのパケット処理」を参照してください）。

ESP では、暗号化と認証の両方、暗号化のみ、または認証のみを実行することができます。 暗

号化用に、以下の暗号化アルゴリズムのいずれかを選択することができます。

• データ暗号化規格（DES） — 56 ビット鍵による暗号化ブロック アルゴリズム

• トリプル DES（3DES） — DES のより強力なバージョン。168 ビット鍵を使用して、3 つのラ

ウンドでオリジナルの DES アルゴリズムが適用されます。 DES では、処理性能が大幅に軽

減されますが、多くの場合、機密性の高いデータの転送には適していないと考えられていま

す。

• 次世代標準暗号（AES） — 新たに制定された暗号化標準であり、世界的にインターネット イ

ンフラストラクチャで導入された場合は、他のデバイスとの間で大きな相互運用性を提供し

ます。 Junos OS は、128 ビット、192 ビット、および 256 ビット鍵による AES をサポー

トします。

認証には、MD5 または SHA-1 アルゴリズムのどちらかを使用することができます。
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注: 暗号化に NULL を選択することもできますが、そのような状況下では IPsec が

攻撃に弱くなることが分かっています。 そのため、最大限のセキュリティを確保す

るため、暗号化アルゴリズムを選択することを推奨します。

IPsec トンネル ネゴシエーション

AutoKey IKE IPsec トンネルを確立するためには、以下の 2 つのフェーズのネゴシエーション

が必要になります。

• フェーズ 1 で、参加者が IPsec セキュリティ アソシエーション（SA）をネゴシエートする

安全なチャネルを確立します。

• フェーズ 2 で、参加者がその後のユーザー データの交換を暗号化して認証するための IPsec

SA をネゴシエートします。

手動鍵 IPsec トンネルの場合、すべての SA パラメータがあらかじめ定義されているため、ど

の SA を使用するかをネゴシエートする必要はありません。 実質的に、トンネルはすでに確立

されています。 トラフィックが、その手動鍵トンネルを使用するポリシーに適合する場合、ま

たはルートにそのトンネルが含まれる場合、Juniper Networks デバイスは、設定されたとおり

にデータを暗号化および認証し、そのデータを宛先ゲートウェイに転送するだけです。

リモート IKE ゲートウェイ アドレスは、任意の仮想ルーティング（VR）インスタンスに設定

できます。 VR は、IKE フェーズ 1 およびフェーズ 2 ネゴシエーション時に特定されます。

VR は、IKE プロポーザルで構成する必要はありません。 IKE ゲートウェイ インターフェース

が、ある VR から別の VR に移動されると、IKE ゲートウェイに対する既存の IKE フェーズ 1

およびフェーズ 2 ネゴシエーションがクリアされ、新しいフェーズ 1 およびフェーズ 2 ネゴ

シエーションが実行されます。

注: ローカル IP アドレスと、VR 間で構成された IPsec VPN トンネルのリモート

ゲートウェイ IP アドレスの組み合わせは、一意でなければなりません。

注: IKE ゲートウェイ外部インターフェースとしてループバック インターフェース

が使用されている場合、IKE ネゴシエーションの物理インターフェースが同じ VR

に配置されている必要があります。

SRX シリーズ サービス ゲートウェイの分散型 VPN

SRX3000 ラインおよび SRX5000 ラインでは、IKE は IPsec のトンネル管理を行い、エンド エ

ンティティを認証します。 IKE が Diffie-Hellman（DH）鍵交換を実行し、ネットワーク デバ

イス間に IPsec トンネルを生成します。 IKE で生成された IPsec トンネルは、IP レイヤー

でのネットワーク デバイス間のユーザー トラフィックの暗号化、復号化および認証に使用さ

れます。

VPN は、プラットフォームの複数のサービス処理ユニット（SPU）間で IKE および IPsec の作

業負荷を分散することで作成されます。 IKE の作業負荷は、IKE パケットの 4 つのタプル

（ソース IP アドレス、宛先 IP アドレスおよび UDP ポート）から生成された鍵に基づいて分
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散されます。 作業負荷の分散は、論理的にアンカー SPU を割り当て、その論理 SPU をその時

点での構成に基づいて、物理 SPU にマッピングすることで行われます。 この分散により、ホッ

ト スワップや SPC 障害によってデバイス内の SPU の数や構成が変更されることを防ぎます。

デバイス内の SPU がルーティング エンジンと通信して、分散型 VPN を作成します。

IPsec では、作業負荷は IKE の分散と同じアルゴリズムを使って分散されます。 特定の VPN

トンネルの終端ポイント ペアのフェーズ 2 SA は、特定の SPU が排他的に所有しています。

また、このフェーズ 2 SA に属するすべての IPsec パケットは、IPsec 処理のために、その

SA のアンカー SPU に転送されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成

• 526ページの例: ルートベース VPN の構成

• 513ページのIKE および IPsec パケット処理について

• 520ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について

• 522ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について

• 580ページのハブアンドスポーク方式 VPN について

IKE および IPsec パケット処理について

IPsec VPN トンネルは、トンネル設定と適用されたセキュリティで構成されています。 トンネ

ル設定の際に、ピアはセキュリティ アソシエーション（SA）を確立し、ピア間のトラフィック

を保護するパラメータを定義します （505ページの「「VPN の概要」」を参照してください）。

トンネルが確立されると、IPsec は、トンネル設定時に SA によって定義されたセキュリティ

パラメータを使って、2 つのトンネルのエンドポイント間で送信されるトラフィックを保護し

ます。 Junos OS の実装範囲内では、IPsec はトンネル モードで使用され、セキュリティ ペ

イロードのカプセル化（ESP）および認証ヘッダー（AH）プロトコルをサポートします。

このトピックには以下のセクションがあります。

• トンネル モードでのパケット処理 513ページ

• IKE パケット処理 515ページ

• IPsec パケット処理 518ページ

トンネル モードでのパケット処理

IPsec は、トランスポートまたはトンネルのいずれかのモードで動作します。 トンネルの両端

がホストの場合、どちらのモードも使用できます。 少なくとも トンネルのエンドポイントの

1 つが Junos OS ルーターやファイアウォールのようなセキュリティ ゲートウェイの場合、ト

ンネル モードを使用する必要があります。 Juniper Networks デバイスは、IPsec トンネルに

関しては常にトンネル モードで動作します。

514ページの図43 に示されるように、トンネル モードでは、元の IP パケット全体（ペイロー

ドおよびヘッダー）は、もう 1 つの IP ペイロード内にカプセル化され、新いヘッダーが追加

されます。 元のパケット全体は、暗号化、認証、または暗号化と同時に認証されます。 認証

ヘッダー（AH）プロトコルでは、AH および新しいヘッダーも認証されます。 セキュリティ ペ

イロードのカプセル化（ESP）プロトコルでは、ESP ヘッダーも認証できます。
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図 43: トンネル モード

サイト間 VPN では、新しいヘッダーに使用されるソース アドレスと宛先アドレスは、出力イ

ンターフェースの IP アドレスです。 514ページの図44 を参照してください。

図 44: トンネル モードのサイト間 VPN

ダイヤルアップ VPN では、トンネルの VPN ダイヤルアップ クライアントの終端にはトンネル

ゲートウェイはまったくありません。トンネルは、直接クライアントまで到達します（515ペー

ジの図45 を参照してください）。 この場合、ダイヤルアップ クライアントから送信されるパ

ケットでは、新しいヘッダーとカプセル化済みの元のヘッダーは両方とも同一の IP アドレス、

つまりクライアント コンビュータの IP アドレスを持ちます。

注: 動的 VPN クライアントや Netscreen-Remote など、一部の VPN クライアント

は、仮想内部 IP アドレス（「スティッキー アドレス」とも呼ばれます）を使いま

す。 Netscreen-Remote では、仮想 IP アドレスを定義することが可能です。 動的

VPN クライアントは、XAuth 構成交換の際に割り当てられた仮想 IP アドレスを使

用します。 この場合、仮想内部 IP アドレスはクライアントから送出されるトラ

フィックの元のパケット ヘッダー内のソース IP アドレスであり、ISP がダイヤル

アップ クライアントに動的に割り当てる IP アドレスは、外部ヘッダーのソース

IP アドレスです。
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図 45: トンネル モードのダイヤルアップ VPN

IKE パケット処理

トンネリングを必要とする Juniper Networks デバイスにクリアテキスト パケットが到着し、

そのトンネルのアクティブなフェーズ 2 SA がない場合、Junos OS は IKE ネゴシエーション

を開始し、そのパケットをドロップします。 IP パケット ヘッダーのソースと宛先のアドレス

は、それぞれローカルおよびリモートの IKE ゲートウェイのアドレスとなります。 IP パケッ

ト ペイロードには、ISAKMP（IKE）パケットをカプセル化している UDP セグメントが存在しま

す。 フェーズ 1 とフェーズ 2 の IKE パケットの形式は同じです。2.516ページの図46 を参照

してください。

一方、ソース ホストはドロップされたパケットを再び送信します。 通常、2 回目のパケット

が到着するまでに、IKE ネゴシエーションは完了しています。転送するまでの間は、Junos OS

がそれ以降のセッション中の全パケットを含め、IPSec で保護します。
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図 46: フェーズ 1 と 2 の IKE パケット

次のペイロード フィールドには、ペイロード タイプを示す以下のいずれかの数値を入力しま

す。

• 0002 — SA ネゴシエーション ペイロードには、フェーズ 1 またはフェーズ 2 SA の定義が

含まれています。

• 0004 — プロポーザル ペイロードは、フェーズ 1 またはフェーズ 2 のプロポーザルにでき

ます。

• 0008 — 変換ペイロードは、SA ペイロードでカプセル化されたプロポーザル ペイロードをカ

プセル化します。
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• 0010 — 鍵交換（KE）ペイロードには、DH 公開値など、鍵交換を実行するために必要な情報

が含まれています。

• 0020 — 識別番号（IDx）ペイロード

• フェーズ 1 では、IDii が開始側 ID を表し、IDir が受信側 ID を表します。

• フェーズ 2 では、IDui が開始側ユーザー、IDur が受信側ユーザーを表します。

ID には、FQDN、U-FQDN、IP アドレス、ASN.1_DN などの IKE ID タイプが入ります。

• 0040 — 証明書（CERT）ペイロード

• 0080 — 証明書要求（CERT_REQ）ペイロード

• 0100 — ハッシュ（HASH）ペイロードには、特定のハッシュ関数のダイジェスト出力が含まれ

ています。

• 0200 — シグネチャ（SIG）ペイロードには、デジタル署名が含まれています。

• 0400 — Nonce（Nx）ペイロードには、交換に必要な擬似乱数が含まれています。

• 0800 — 通知ペイロード

• 1000 — ISAKMP 削除ペイロード

• 2000— ベンダー ID（VID）ペイロードは、フェーズ 1 ネゴシエーションのどこにでも入れる

ことができます。 Junos OS では、NAT-T 対応のマークとして使用されます。

517ページの図47 に示すように、各 ISAKMP ペイロードは、次のような同一の汎用ヘッダーから

始まります。

図 47: 汎用 ISAKMP ペイロード ヘッダー

次のヘッダー フィールドの値で示される、それ以降の各ペイロード タイプを繋げることで、

複数の ISAKMP ペイロードにすることができます。 値 0000 は、最後の ISAKMP ペイロードを

表します。 518ページの図48 の例を参照してください。
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図 48: 汎用 ISAKMP ペイロードの ISAKMP ヘッダー

IPsec パケット処理

IKE ネゴシエーションが完了し、2 つの IKE ゲートウェイがフェーズ 1 およびフェーズ 2 の

セキュリティ アソシエーション（SA）が確立されると、その後のパケットは、すべてトンネル

を使って転送されます。 フェーズ 2 SA がトンネル モードでセキュリティ プロトコルのカプ

セル化（ESP）を指定すると、パケットは 518ページの図49 のようになります。 ここで、デバ

イスは開始側のホストが送信する元のパケットに 2 つのヘッダーを追加します。

注: ESP については、511ページの「ESP プロトコル」を参照してください。 トンネ

ル モードについては、513ページの「トンネル モードでのパケット処理」 を参照し

てください。

518ページの図49 に示すように、開始側ホストが構築するパケットには、ペイロード、TCP ヘッ

ダー、内部 IP ヘッダー（IP1）が含まれています。

図 49: IPsec パケット — トンネル モードの ESP

Junos OS が追加するルーター IP ヘッダー（IP2）には、宛先 IP アドレスとしてリモート

ゲートウェイの IP アドレスが含まれ、ソース IP アドレスとしてローカル ルーターの IP ア

ドレスが含まれています。 また、Junos OS は、外部 IP ヘッダーと内部 IP ヘッダーの間に
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ESP ヘッダーも追加します。 ESP ヘッダーには、リモート ピアがパケットを受信したときに、

それを適切に処理するための情報が含まれています。 これは、519ページの図50 に示すとおり

です。

図 50: 外部 IP ヘッダー（IP2）と ESP ヘッダー

次のヘッダー フィールドは、ペイロード フィールドのデータ タイプを示します。 トンネル

モードでは、この値は 4 です。これは、IP パケットがペイロード内に含まれていることを表

します。 520ページの図51 を参照してください。
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図 51: 内部 IP ヘッダー（IP1）と TCP ヘッダー
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 520ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について

• 522ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について

• 580ページのハブアンドスポーク方式 VPN について

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成

• 526ページの例: ルートベース VPN の構成

IKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について

AutoKey インターネット鍵交換（IKE）トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 では、チャ

ネルをどのように認証して保護するかについてのプロポーザルを交換します。 参加者は、以下

のような、受け入れ可能なセキュリティ サービスに関するプロポーザルを交換します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.520

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


• 暗号化アルゴリズム — データ暗号化規格（DES）、トリプル データ暗号化規格（3DES）、お

よび次世代標準暗号（AES） （510ページの「IPsec セキュリティ プロトコル」を参照してく

ださい）。

• 認証アルゴリズム — メッセージ ダイジェスト 5（MD5）およびセキュア ハッシュ アルゴリ

ズム（SHA-1） （510ページの「IPsec セキュリティ プロトコル」を参照してください）。

• Diffie-Hellman（DH）グループ （510ページの「Diffie-Hellman の鍵交換」を参照してくだ

さい）。

• 事前共有鍵または RSA/DSA 証明書 （508ページの「IPsec 鍵管理」を参照してください）。

フェーズ 1 ネゴシエーションは、トンネルの両端が、提案されたフェーズ 1 セキュリティ パ

ラメータの少なくとも 1 セットを受け入れることに同意し、それらを処理すると終了します。

Juniper Networks デバイスはフェーズ 1 のネゴシエーション用にプロポーザルを 4 つまでサ

ポートするため、受け入れる予定の鍵ネゴシエーション用のセキュリティ パラメータの範囲を

どこまで限定的にするかを定義できます。

Junos OS は、以下の事前定義済みのフェーズ 1 プロポーザルを提供しています。

• Standard — pre-g2-aes128-sha および pre-g2-3des-sha

• Compatible — pre-g2-3des-sha、pre-g2-3des-md5、pre-g2-des-sha、および pre-g2-des-md5

• Basic — pre-g1-des-sha および pre-g1-des-md5

カスタムのフェーズ 1 プロポーザルを定義することもできます。

フェーズ 1 交換は、メイン モードまたはアグレッシブ モードのいずれかで実行できます。

モードは、IKE ポリシーの構成時に選択できます。

このトピックには以下のセクションがあります。

• メイン モード 521ページ

• アグレッシブ モード 522ページ

メイン モード

メイン モードでは、開始側と受信側は、以下のサービスを実現するために 3 つの双方向交換

（合計 6 つのメッセージ）を送信します。

• 第 1 交換（メッセージ 1 および 2） — 暗号化および認証アルゴリズムを提案し、受け入れ

ます。

• 第 2 交換（メッセージ 3 および 4） — DH 鍵交換を実行し、開始側と受信側はそれぞれ疑

似乱数を提供します。

• 第 3 交換（メッセージ 5 および 6） — 開始側と受信側の ID を送信し、検証します。

第 3 のメッセージ交換で送信される情報は、第 1 および第 2 の交換で確立された暗号化アル

ゴリズムによって保護されます。 そのため、参加者の身元は暗号化され、そのままで送信され

ることはありません。
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アグレッシブ モード

アグレッシブ モードでは、開始側と受信側は、メイン モードと同じ目的を果たしますが、交

換は 2 回だけ行われ、メッセージ数は合計で 3 つです。

• 第 1 メッセージ — 開始側は、セキュリティ アソシエーション（SA）を提案し、DH 鍵交換

を起動し、疑似乱数とその IKE ID を送信します。

• 第 2 メッセージ — 受信側は SA を承認し、開始側を認証して、疑似乱数とその IKE ID を

送信します。また、証明書を使用している場合は、受信側の証明書を送信します。

• 第 3 メッセージ — 開始側は受信側を認証し、交換を確認します。また、証明書を使用する

場合は、受信側の証明書を送信します。

参加者の ID は、第 1 および第 2 メッセージで暗号化されずに交換されるため、アグレッシ

ブ モードは ID 保護を提供しません。

注: ダイヤルアップ VPN ユーザーが事前共有鍵による AutoKey IKE トンネルをネ

ゴシエートする場合は、アグレッシブ モードを使用する必要があります。 そのた

め、常に動的 VPN 機能とアグレッシブ モードを組み合わせて使用する必要があり

ます。 ダイアルアップ VPN ユーザーは、電子メール アドレス、完全修飾ドメイン

名（FQDN）、または IP アドレスを IKE ID として使用できることにも注意してく

ださい。 動的ピアは、電子メール アドレスと FQDN のどちらでも使用できますが、

IP アドレスは使用できません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 522ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成

• 526ページの例: ルートベース VPN の構成

IKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について

参加者は、安全で認証済みのチャンネルを確立するとフェーズ 2 に進み、IPsec トンネルを介

して送信されるデータの安全を確保するため、セキュリティ アソシエーション（SA）をネゴシ

エートします。

フェーズ 1 のプロセスと同様に、参加者は、どのセキュリティ パラメータを SA で使用する

かを決定するためにプロポーザルを交換します。 フェーズ 2 のプロポーザルにも、セキュリ

ティ ペイロードのカプセル化（ESP）または認証ヘッダー（AH）のどちらかのセキュリティ プ

ロトコルと、選択した暗号化および認証アルゴリズムが含まれます。 完全転送機密保持（PFS）

が必要な場合は、このプロポーザルで Diffie-Hellman（DH）グループを指定することもできま

す。

フェーズ 1 で使用されたモードにかかわらず、フェーズ 2 は常にクイックモードで動作し、3

つのメッセージ交換を伴います。
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Juniper Networks デバイスはフェーズ 2 ネゴシエーションでのプロポーザルを 4 つまでサ

ポートしているため、受け入れるトンネル パラメータの範囲をどの程度限定的にするかを定義

できます。 Junos OS は、以下の事前定義済みフェーズ 2 プロポーザルを提供しています。

• Standard — g2-esp-3des-sha および g2-esp-aes128-sha

• Compatible — nopfs-esp-3des-sha、nopfs-esp-3des-md5、nopfs-esp-des-sha、および

nopfs-esp-des-md5

• Basic — nopfs-esp-des-sha および nopfs-esp-des-md5

カスタムのフェーズ 2 プロポーザルを定義することもできます。

このトピックには以下のセクションがあります。

• プロキシ ID 523ページ

• 完全転送機密保持 523ページ

• 再生保護 523ページ

プロキシ ID

フェーズ 2 では、ピアはプロキシ ID を交換します。 プロキシ ID はローカルおよびリモー

ト IP アドレスのプレフィックスで構成されています。 両方のピアのプロキシ ID が一致して

いる必要があります。つまり、一方のピアについて指定したローカル IP アドレスが、もう一

方のピアについて指定したリモート IP アドレスと同じでなければなりません。

完全転送機密保持

PFS はフェーズ 2 の鍵を導出するための方法です。この鍵はこれまでに説明した鍵から独立

しており、関係がありません。 代わりに、フェーズ 1 プロポーザルが作成する鍵（SKEYID_d

鍵）から、すべてのフェーズ 2 鍵が導出されます。 SKEYID_d 鍵は、最低限の CPU 処理で

フェーズ 2 鍵を生成できます。 ただし、不正なパーティが SKEYID_d 鍵にアクセスすると、

すべての暗号鍵は役に立たなくなってしまいます。

PFS は、各フェーズ 2 トンネルに対して新規の DH 鍵交換の実行を強制することで、このセ

キュリティ リスクに対処します。 フェーズ 2 の鍵更新手順は、PFS を使用可能にすると少し

余計に時間がかかりますが、PFS を使用することでより安全となります。

再生保護

再生攻撃は、認証されていない者が一連のパケットを妨害し、後でそのパケットを使用してサー

ビス拒否（DoS）を引き起こし、システムをフラッドさせるか、信頼されたネットワークに侵入

すると発生します。 Junos OS の再生保護機能を使用することで、デバイスはすべての IPsec

パケットを調べ、以前に受信されているかどうかを確認できます。 パケットが指定したシーケ

ンスの範囲外に到達すると、Junos OS はそのパケットを拒否します。 この機能を使用すると、

パケットは常にシーケンス番号とともに送信されるため、ネゴシエーションを必要としません。

シーケンス番号を確認するかしないかだけを選択します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成
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• 526ページの例: ルートベース VPN の構成

インターネット鍵交換バージョン 2 について

インターネット鍵交換バージョン 2（IKEv2）は、RFC 4306 で定義されている、ピア デバイス

間での安全な鍵交換に使用する次世代規格です。 IKEv2 は、このリリースでの使用が可能で、

IPsec トラフィックの安全を確保する目的で使用します。

ゲートウェイ構成は、IKEv1 と IKEv2 を区別するために使用されます。 リモート ピアは、

IKEv1 または IKEv2 のいずれかで構成されます。 ピアが IKEv2 で構成されている場合、ピア

が IKEv1 ネゴシエーションを開始しても、IKEv1 に戻ることはできません。 バージョンのデ

フォルト値は、「v1-only」です。 バージョン「v2-only」は、Junos OS リリース 11.3 以降

からサポートされています。

IKEv2 を構成するには、edit security ike gateway gw-name 階層レベルで、バージョン構成ス

テートメントを使用します。 CLI でバージョン情報を表示するには、以下のコマンドを入力し

ます。

• user@host>show security ike security-associations

• user@host>show security ipsec security-associations

バージョン 2 を使用した場合、バージョン1 に比べて以下の利点があります。

• 既存の IKEv1 を簡素化します

• 単一の RFC（NAT-T、EAP、およびリモート アドレス収集）

• 最初の 8 つの交換を個別の 4 つのメッセージ交換に置き換えます

• IPSEC SA 設定のレイテンシが低減され、接続の確立速度が向上します。

• DoS 攻撃に対する堅牢性が向上します。

• シーケンス番号、肯定応答、およびエラー修正の使用により、信頼性が向上します。

• 上位互換性

• シンプルな暗号化メカニズム

• トラフィック セレクタ ネゴシエーション:

• IKEv1: 受信側は yes/no の応答しかできません

• IKEv2: ネゴシエーション機能が追加されています

• 信頼性

• すべてのメッセージが、要求/応答です。

• 応答を受信していない場合は、開始側が再送信を処理します。

IKEv2 は、以下のものをサポートしています。

• ルートベース VPN

• サイト間 VPN
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• デッドピア検出（liveness チェック）

• シャーシ クラスタ

• 証明書ベースの認証

• Diffie Hellman（DH）鍵交換での ModExp 動作のハードウェア負荷軽減

• トラフィック セレクタ — IKEv2 トラフィック セレクタは、本質的に IKEv1 のプロキシ ID

と同じです。 トラフィック セレクタとプロキシ ID は、同じように使用されます。 IKEv2

では、各方向において単一のトラフィック セレクタが指定されます。

• IKEv2 の子 SA は、IKEv1 ではフェーズ 2 SA と呼ばれます。 子 SA は、以下の点でフェー

ズ 2 SA とは動作が異なります。

• IKE および子 SA の鍵更新 — IKEv2 では、子セキュリティ アソシエーション（SA）は、基

盤となる IKE SA がないと存在できません。 子 SA が必要な場合は、鍵更新されます。ただ

し、子 SA が現在アクティブな場合、対応する IKE SA が鍵更新されます。

• バージョン 1 およびバージョン 2

関連項目 544ページの例: IKEv2 に対するルートベース VPN の構成•

ルートベース VPN

• ルートベース IPsec VPN について 525ページ

• 例: ルートベース VPN の構成 526ページ

• 例: IKEv2 に対するルートベース VPN の構成 544ページ

ルートベース IPsec VPN について

ルートベース VPN では、何十ものセキュリティ ポリシーを構成し、2 サイト間の単一の VPN

トンネルを流れるトラフィックを規制できます。有効になるのは、1 組の IKE および IPsec

SA だけです。 ポリシーベース VPN とは異なり、ルートベース VPN では、ポリシーは VPN ト

ンネルではなく宛先アドレスを参照します。 Junos OS がルートをルックアップして、パケッ

トの宛先アドレスにトラフィックを送信するために使用するインターフェースを特定する場合

は、セキュア トンネル インターフェース（’st0.x）を通じてルートを特定します。 このト

ンネル インターフェースは特定の VPN トンネルにバインドされており、ポリシー アクション

が許可されている場合、トラフィックはトンネルにルーティングされます。

ルートベース VPN を使用できる例:

• 2 つの LAN の間に、重複するサブネットまたは IP アドレスが存在する。

• ネットワークでハブアンドスポーク方式 VPN トポロジが使用されており、スポークツース

ポーク トラフィックが必要である。

• プライマリおよびバックアップの VPN が必要である。

• 動的ルーティング プロトコル（OSPF、RIP、または BGP）が、VPN で動作している。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要
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• 581ページの例: ハブアンドスポーク方式 VPN の構成

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成

例: ルートベース VPN の構成

この例では、支社と本社の間での安全なデータ転送を実現するために、ルートベース IPsec VPN

を構成する方法を示します。

• 要件 526ページ

• 概要 526ページ

• 構成 530ページ

• 確認 539ページ

要件

この例では、以下のハードウェアを使用します。

• SRX240 デバイス

• SSG140 デバイス

始める前に、505ページの「「VPN の概要」」を参照してください。

概要

この例では、イリノイ州シカゴの支店について、トンネル リソースは節約し、VPN トラフィッ

クについては細かい制約を付けるため、ルートベースの VPN を構成します。 シカゴ支社のユー

ザーは、VPN を使ってカリフォルニア州サニーベールの本社に接続します。

527ページの図52 は、ルートベース VPN トポロジの例です。 このトポロジでは、SRX シリーズ

デバイスがサニーベールに設置されており、シカゴには SSG シリーズ デバイス（またはサー

ドパーティのデバイス）が設置されています。
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図 52: ルートベース VPN トポロジ
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この例では、インターフェース、IPv4 デフォルト ルート、セキュリティ ゾーン、アドレス帳

を構成します。 次に、IKE フェーズ 1、IPsec フェーズ 2、セキュリティ ポリシー、TCP-MSS

の各パラメータを構成します。 この例で使用されている各構成パラメータについては、528ペー

ジの表42 ～ 530ページの表46 を参照してください。
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表42: インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報

構成パラメータ名前機能

10.10.10.1/24ge-0/0/0.0インターフェース

1.1.1.2/30ge-0/0/3.0

10.11.11.10/24st0.0（トンネル インターフェース）

ネクスト ホップは 1.1.1.1 です。0.0.0.0/0（デフォルト ルート）静的ルート

ネクスト ホップは st0.0 です。192.168.168.0/24

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• ge-0/0/0.0 インターフェースは、このゾー

ンにバインドされています。

trustセキュリティ ゾーン

• IKE は、許可されている唯一のシステム

サービスです。

• ge-0/3.0/0.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

untrust

st0.0 インターフェースは、このゾーンにバ

インドされています。

vpn-chicago

• このアドレスは、アドレス帳 book1 のエ

ントリであり、trust というゾーンに関連

付けられています。

• このアドレス帳エントリのアドレスは、

10.10.10.0/24 です。

sunnyvaleアドレス帳エントリ

• このアドレスは、アドレス帳 book2 のエ

ントリであり、vpn-chicago というゾーン

に関連付けられています。

• このアドレス帳エントリのアドレスは、

192.168.168.0/24 です。

chicago

表43: IKE フェーズ 1 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ: group2

• 認証アルゴリズム: sha1

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ike-phase1-proposalプロポーザル

• モード: main

• プロポーザル参照: ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法: pre-shared-key ascii-text

ike-phase1-policyポリシー

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.528

Junos OS セキュリティ構成ガイド



表43: IKE フェーズ 1 構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• IKE ポリシー参照: ike-phase1-policy

• 外部インターフェース: ge-0/0/3.0

• ゲートウェイ アドレス: 2.2.2.2

gw-chicagoゲートウェイ

表44: IPsec フェーズ 2 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ipsec-phase2-proposalプロポーザル

• プロポーザル参照: ipsec-phase2-proposal

• PFS: Diffie-Hellman group2

ipsec-phase2-policyポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: gw-chicago

• IPsec ポリシー参照: ipsec-phase2-policy

• バインド先インターフェース: st0.0

ike-vpn-chicagoVPN

表45: セキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

• 一致基準:

• source-address sunnyvale

• destination-address chicago

• application any

• アクション: permit

vpn-tr-chiこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから

vpn-chicago ゾーンへのトラフィックを許可します。

• 一致基準:

• source-address chicago

• destination-address sunnyvale

• application any

• アクション: permit

vpn-chi-trこのセキュリティ ポリシーは、vpn-chicago ゾーンか

ら trust ゾーンへのトラフィックを許可します。
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表46: TCP-MSS 構成パラメータ

構成パラメータ目的

MSS 値: 1350TCP-MSS は TCP 3 方向ハンドシェイクの一環として

ネゴシエートされ、ネットワーク上の MTU の限度に

適するように、TCP セグメントの最大サイズを制限し

ます。 VPN トラフィックでは、IPsec カプセル化オー

バーヘッドと、IP およびフレーム オーバーヘッドに

よって、結果として発生する ESP パケットが物理イ

ンターフェースの MTU を超過してしまう可能性があ

り、フラグメント化が発生する原因となります。 フ

ラグメント化により、帯域幅およびデバイス リソー

スが増加します。

注: MTU が 1500 以上のほとんどのイーサネットベー

スのネットワークでは、開始点としての値は 1350 が

推奨されます。 最適な性能を得るためには、さまざ

まな TCP-MSS 値を試してみる必要があります。 たと

えば、パス内のデバイスの MTU が低い場合や、PPP

またはフレーム リレーなどの追加オーバーヘッドが

ある場合は、値を変更する必要があります。

構成

• インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報の構

成 530ページ

• IKE の構成 533ページ

• IPsec の構成 535ページ

• セキュリティ ポリシーの構成 537ページ

• TCP-MSS の構成 538ページ

• SSG シリーズ デバイスの構成 539ページ

インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop st0.0

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/3.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone vpn-chicago interfaces st0.0

set security address-book book1 address sunnyvale 10.10.10.0/24

set security address-book book1 attach zone trust

set security address-book book2 address chicago 192.168.168.0/24

set security address-book book2 attach zone untrust
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報を構成する

には、以下の手順に従います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

user@host# set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

user@host# set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop st0.0

3. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit ]

user@host# edit security zones security-zone untrust

4. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set interfaces ge-0/0/3.0

5. セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

6. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone trust

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/0.0

8. trust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

9. アドレス帳を構成し、ゾーンを関連付けます。

[edit security address-book book1]

user@host# set address sunnyvale 10.10.10.0/24

user@host# set attach zone trust

10. vpn-chicago セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone vpn-chicago

11. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。
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[edit security zones security-zone vpn-chicago]

user@host# set interfaces st0.0

12. 別のアドレス帳を構成し、ゾーンを関連付けます。

[edit security address-book book2]

user@host# set address chicago 192.168.168.0/24

user@host# set attach zone vpn-chicago

結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、show security zones、および show

security address-book コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っ

ていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.10.10.1/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.2/30

}

}

}

st0{

unit 0 {

family inet {

address 10.11.11.10/24

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

route 192.168.168.0/24 next-hop st0.0;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

security-zone trust {
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host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone vpn-chicago {

host-inbound-traffic {

}

interfaces {

st0.0;

}

}

[edit]

user@host# show security address-book

book1 {

address sunnyvale 10.10.10.0/24;

attach {

zone trust;

}

}

book2 {

address chicago 192.168.168.0/24;

attach {

zone untrust;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ike-phase1-policy mode main

set security ike policy ike-phase1-policy proposals ike-phase1-proposal

set security ike policy ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

set security ike gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

set security ike gateway gw-chicago ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-chicago address 2.2.2.2
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set dh-group group2

4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike-phase1-policy

7. IKE フェーズ 1 ポリシーのモードを設定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set mode main

8. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set proposals ike-phase1-proposal

9. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@host# set gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set ike-policy ike-phase1-policy

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイのアドレスを定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]
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user@host# set address 2.2.2.2

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ike

proposal ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ike-phase1-policy {

mode main;

proposals ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$9VMTp1RvWLdwYKMJDkmF3ylKM87Vb2oZjws5F"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw-chicago {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 2.2.2.2;

external-interface ge-0/0/3.0;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal protocol esp

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy proposals ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago bind-interface st0.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@host# set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set protocol esp
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3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set proposals ipsec-phase2-proposal

7. IPsec フェーズ 2 PFS が、Diffie-Hellman グループ 2 を使用するように指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

10. バインドするインターフェースを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago bind-interface st0.0

結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipsec-phase2-proposal;

}

vpn ike-vpn-chicago {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway gw-chicago;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;
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}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

セキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi match

source-address sunnyvale

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi match

destination-address chicago

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi match

application any

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi then permit

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr match

source-address chicago

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr match

destination-address sunnyvale

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr match

application any

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

セキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. trust ゾーンから vpn-chicago ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポ

リシーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago]

user@host# set policy vpn-tr-chi match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-tr-chi match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-tr-chi match application any

user@host# set policy vpn-tr-chi then permit

2. vpn-chicago ゾーンから trust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポ

リシーを作成します。

[edit security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust]

user@host# set policy vpn-chi-tr match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-chi-tr match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-chi-tr match application any

user@host# set policy vpn-chi-tr then permit

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone vpn-chicago {
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policy vpn-tr-vpn {

match {

source-address sunnyvale;

destination-address chicago;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone vpn-chicago to-zone trust {

policy vpn-tr-vpn {

match {

source-address chicago;

destination-address sunnyvale;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

TCP-MSS の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルで貼り付けます。

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

TCP-MSS 情報を構成するには、以下の手順に従います。

1. TCP-MSS 情報を構成します。

[edit]

user@host# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

結果 構成モードで、show security flow コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}

}
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デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

SSG シリーズ デバイスの構成

CLI 簡単構成 参考として、SSG シリーズ デバイスの構成について説明します。 SSG シリーズ デバイスの構

成については、http://www.juniper.net/techpubs の「Concepts and Examples ScreenOS Reference

Guide」を参照してください。

この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI で貼り付けます。

set zone name vpn-chicago

set interface ethernet0/6 zone Trust

set interface ethernet0/0 zone Untrust

set interface tunnel.1 zone vpn-chicago

set interface ethernet0/6 ip 192.168.168.1/24

set interface ethernet0/6 route

set interface ethernet0/0 ip 2.2.2.2/30

set interface ethernet0/0 route

set interface tunnel.1 ip 10.11.11.11/24

set flow tcp-mss 1350

set address Trust “192.168.168-net” 192.168.168.0 255.255.255.0

set address vpn-chicago "10.10.10-net" 10.10.10.0 255.255.255.0

set ike gateway corp-ike address 1.1.1.2 Main outgoing-interface ethernet0/0 preshare

395psksecr3t sec-level standard

set vpn corp-vpn gateway corp-ike replay tunnel idletime 0 sec-level standard

set vpn corp-vpn monitor optimized rekey

set vpn corp-vpn bind interface tunnel.1

set policy from Trust to Untrust “ANY” “ANY” “ANY” nat src permit

set policy from Trust to vpn-chicago “192.168.168-net” “10.10.10-net” “ANY” permit

set policy from vpn-chicago to Trust “10.10.10-net” “192.168.168-net” “ANY” permit

set route 10.10.10.0/24 interface tunnel.1

set route 0.0.0.0/0 interface ethernet0/0 gateway 2.2.2.1

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの確認 539ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの確認 541ページ

• IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの確認 543ページ

• VPN でのトラフィック フローのテスト 543ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。
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アクション 注: 確認プロセスを始める前に、10.10.10/24 ネットワーク上のホストから、

192.168.168/24 ネットワーク上のホストにトラフィックを送信する必要がありま

す。 ルートベース VPN では、トンネルを介して SRX シリーズ デバイスからトラ

フィックを開始することができます。 IPsec トンネルをテストする場合は、VPN の

一端にあるデバイスから VPN のもう一端にある別のデバイスにテスト トラフィッ

クを送ることを推奨します。 たとえば、10.10.10.10 から 192.168.168.10 に ping

を送ります。

動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。 コマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

1 2.2.2.2 UP 744a594d957dd513 1e1307db82f58387 Main

user@host> show security ike security-associations index 1 detail

IKE peer 2.2.2.2, Index 1,

Role: Responder, State: UP

Initiator cookie: 744a594d957dd513, Responder cookie: 1e1307db82f58387

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 1.1.1.2:500, Remote: 2.2.2.2:500

Lifetime: Expires in 28570 seconds

Algorithms:

Authentication : sha1

Encryption : aes-cbc (128 bits)

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 852

Output bytes : 940

Input packets : 5

Output packets : 5

Flags: Caller notification sent

IPSec security associations: 1 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 0

意味 show security ike security-associations コマンドを入力すると、すべてのアクティブな IKE

フェーズ 1 SA が一覧表示されます。 SA が 1 つも表示されなかった場合は、フェーズ 1 の

確立に問題があったことを表します。 IKE ポリシー パラメータと外部インターフェースの設

定を確認してください。

SA が一覧表示されたら、以下の情報を確認します。

• インデックス — 各 IKE SA に固有の値で、SA に関する詳細情報を取得するために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス — リモート IP アドレスが正しいことを確認します。

• 状態

• UP — フェーズ 1 SA が確立されています。
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• DOWN — フェーズ 1 SA の確立に問題が発生しています。

• モード — 正しいモードが使用されていることを確認します。

構成内の以下の事項が正しいことを確認します。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません）

• IKE ポリシー パラメータ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で一致している必要があります）

show security ike security-associations index 1 detail コマンドにより、インデックス番号

「1」のセキュリティ アソシエーションに関する以下の追加情報が一覧表示されます。

• 使用されている認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の有効期限

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます）

• ロール情報

注: トラブルシューティングは、受信側のロールを使用するピア上で実行すると

うまく動作します。

• 開始側および受信側の情報

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中のフェーズ 2 ネゴシエーションの数

IPsec フェーズ 2 ステータスの確認

目的 IPsec フェーズ 2 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。 コマンド

からインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

total configured sa: 2

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 76d64d1d 3363/ unlim - 0

>16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 a1024ee2 3363/ unlim - 0

user@host> show security ipsec security-associations index 16384 detail

Virtual-system: Root

Local Gateway: 1.1.1.2, Remote Gateway: 2.2.2.2

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=10.10.10.0/24)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=192.168.168.0/24)
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DF-bit: clear

Direction: inbound, SPI: 1993755933, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3352 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2775 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

Direction: outbound, SPI: 2701283042, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3352 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2775 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc

(128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

意味 show security ipsec security-associations コマンドの出力には、以下の情報が一覧表示されま

す。

• ID 番号は 16384 です。 この値を show security ipsec security-associations index コマン

ドで使用して、特定のSA に関する詳細情報を取得します。

• ポート 500 を使用する 1 組の IPsec SA ペアが存在します。これは、NAT 通過（NAT-T）が

実装されていないことを意味します （NAT 通過は、ポート4500 または無作為の数字の大き

いポートを使用します）。

• 両方向について、SPI、有効期限（秒単位）、および使用制限（または KB 単位でのライフサ

イズ）が表示されます。 3363/ unlim 値は、フェーズ 2 の有効期限が 3363 秒で終わり、

ライフサイズが指定されていない、つまり制限がないことを示します。 VPN が確立される

と、フェーズ 2 はフェーズ 1 に依存しなくなるため、フェーズ 2 の有効期限はフェーズ 1

の有効期限とは異なる場合があります。

• VPN 監視は、Mon 列のハイフンで示されているように、この SA では有効化されていません。

VPN 監視が有効化されている場合、U は監視が up であることを示し、D は監視が down で

あることを示します。

• 仮想システム（vsys）はルート システムで、常に 0 が表示されます。

show security ipsec security-associations index 16384 detail コマンドの出力には、以下の情

報が一覧表示されます。

• ローカル ID とリモート ID は、SA のプロキシ ID を構成します。

フェーズ 2 が失敗する原因としては、プロキシ ID の不一致が最もよく見られます。 IPsec

SA が 1 つも表示されない場合は、フェーズ 2 プロポーザル（プロキシ ID の設定を含む）

が、どちらのピアについても正しいかどうかを確認してください。 ルートベース VPN では、

デフォルトのプロキシ ID は local=0.0.0.0/0、remote=0.0.0.0/0、service=any です。 同

一のピア IP から複数のルートベース VPN を使用すると、問題が発生する場合があります。

この場合、各 IPsec SA に対して一意のプロキシ ID を指定する必要があります。 サード

パーティ ベンダーによっては、照合するプロキシ ID を手動で入力する必要があります。
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• フェーズ 2 が失敗するその他の理由として、ST インターフェースのバインディングを指定

していないことが挙げられます。 IPsec が完了できない場合は、kmd ログをチェックする

か、traceoptions を設定します。

IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの確認

目的 IPsec セキュリティ アソシエーションの ESP および認証ヘッダー カウンタとエラーを確認し

ます。

アクション 動作モードで、統計を確認する VPN のインデックス番号を使用して、show security ipsec

statistics index index_number コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec statistics index 16384

ESP Statistics:

Encrypted bytes: 920

Decrypted bytes: 6208

Encrypted packets: 5

Decrypted packets: 87

AH Statistics:

Input bytes: 0

Output bytes: 0

Input packets: 0

Output packets: 0

Errors:

AH authentication failures: 0, Replay errors: 0

ESP authentication failures: 0, ESP decryption failures: 0

Bad headers: 0, Bad trailers: 0

また、show security ipsec statistics コマンドを使用して、すべての SA の統計とエラーを確

認することもできます。

すべての IPsec 統計をクリアするには、clear security ipsec statistics コマンドを使用しま

す。

意味 パケット ロスの問題が VPN で発生している場合は、show security ipsec statistics または

show security ipsec statistics detail コマンドを複数回実行して、暗号化および復号化パケッ

トのカウンタが増加していることを確認することができます。 また、他のエラー カウンタが

増加しているかどうかをチェックする必要もあります。

VPN でのトラフィック フローのテスト

目的 VPN でのトラフィック フローを確認します。

アクション SRX シリーズ デバイスから ping コマンドを使用すると、リモート ホスト PC へのトラフィッ

ク フローをテストすることができます。 ルート ルックアップが適切で、ポリシー ルックアッ

プの際に適切なセキュリティ ゾーンが参照されるように、ソース インターフェースを指定し

てください。

動作モードで、ping コマンドを入力します。

ssg-> ping 192.168.168.10 interface ge-0/0/0 count 5

PING 192.168.168.10 (192.168.168.10): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=0 ttl=127 time=8.287 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=1 ttl=127 time=4.119 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=2 ttl=127 time=5.399 ms
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64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=3 ttl=127 time=4.361 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=4 ttl=127 time=5.137 ms

--- 192.168.168.10 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 4.119/5.461/8.287/1.490 ms

また、SSG シリーズ デバイスから ping コマンドを使用することもできます。

user@host> ping 10.10.10.10 from ethernet0/6

Type escape sequence to abort

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 1 seconds from ethernet0/6

!!!!!

Success Rate is 100 percent (5/5), round-trip time min/avg/max=4/4/5 ms

意味 SRX シリーズまたは SSG シリーズのデバイスからの ping コマンドが失敗する場合は、ルー

ティング、セキュリティ ポリシー、エンド ホスト、または ESP パケットの暗号化と復号化に

問題がある可能性があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 581ページの例: ハブアンドスポーク方式 VPN の構成

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成

例: IKEv2 に対するルートベース VPN の構成

この例では、支社と本社の間での安全なデータ転送を実現するために、ルートベース IPsec VPN

を構成する方法を示します。

• 要件 544ページ

• 概要 544ページ

• 構成 547ページ

• 確認 556ページ

要件

この例では、以下のハードウェアを使用します。

• SRX240 デバイス

• SSG140 デバイス

始める前に、505ページの「「VPN の概要」」を参照してください。

概要

この例では、イリノイ州シカゴの支店について、トンネル リソースは節約し、VPN トラフィッ

クについては細かい制約を付けるため、ルートベースの VPN を構成します。 シカゴ支社のユー

ザーは、VPN を使ってカリフォルニア州サニーベールの本社に接続します。

この例では、インターフェース、IPv4 デフォルト ルート、セキュリティ ゾーン、アドレス帳

を構成します。 次に、IKE フェーズ 1、IPsec フェーズ 2、セキュリティ ポリシー、TCP-MSS
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の各パラメータを構成します。 この例で使用されている各構成パラメータについては、545ペー

ジの表47 ～ 547ページの表51 を参照してください。

表47: インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報

構成パラメータ名前機能

10.10.10.1/24ge-0/0/0.0インターフェース

1.1.1.2/30ge-0/0/3.0

10.11.11.10/24st0.0（トンネル インターフェース）

ネクスト ホップは 1.1.1.1 です。0.0.0.0/0（デフォルト ルート）静的ルート

ネクスト ホップは st0.0 です。192.168.168.0/24

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• ge-0/0/0.0 インターフェースは、このゾー

ンにバインドされています。

trustセキュリティ ゾーン

• IKE は、許可されている唯一のシステム

サービスです。

• ge-0/3.0/0.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

untrust

st0.0 インターフェースは、このゾーンにバ

インドされています。

vpn-chicago

• このアドレスは、trust ゾーンのアドレス

帳に対するものです。

• このアドレス帳エントリのアドレスは、

10.10.10.0/24 です。

sunnyvaleアドレス帳エントリ

• このアドレスは、untrust ゾーンのアドレ

ス帳に対するものです。

• このアドレス帳エントリのアドレスは、

192.168.168.0/24 です。

chicago

表48: IKE フェーズ 1 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ: group2

• 認証アルゴリズム: sha1

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ike-phase1-proposalプロポーザル

• モード: main

• プロポーザル参照: ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法: pre-shared-key ascii-text

ike-phase1-policyポリシー
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表48: IKE フェーズ 1 構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• IKE ポリシー参照: ike-phase1-policy

• 外部インターフェース: ge-0/0/3.0

• ゲートウェイ アドレス: 2.2.2.2

gw-chicagoゲートウェイ

表49: IPsec フェーズ 2 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ipsec-phase2-proposalプロポーザル

• プロポーザル参照: ipsec-phase2-proposal

• PFS: Diffie-Hellman group2

ipsec-phase2-policyポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: gw-chicago

• IPsec ポリシー参照: ipsec-phase2-policy

• バインド先インターフェース: st0.0

ipsec-vpn-chicagoVPN

表50: セキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

• 一致基準:

• source-address sunnyvale

• destination-address chicago

• application any

• アクション: permit

vpn-tr-chiこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから

vpn-chicago ゾーンへのトラフィックを許可します。

• 一致基準:

• source-address chicago

• destination-address sunnyvale

• application any

• アクション: permit

vpn-chi-trこのセキュリティ ポリシーは、vpn-chicago ゾーンか

ら trust ゾーンへのトラフィックを許可します。
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表51: TCP-MSS 構成パラメータ

構成パラメータ目的

MSS 値: 1350TCP-MSS は TCP 3 方向ハンドシェイクの一環として

ネゴシエートされ、ネットワーク上の MTU の限度に

適するように、TCP セグメントの最大サイズを制限し

ます。 VPN トラフィックでは、IPsec カプセル化オー

バーヘッドと、IP およびフレーム オーバーヘッドに

よって、結果として発生する ESP パケットが物理イ

ンターフェースの MTU を超過してしまう可能性があ

り、フラグメント化が発生する原因となります。 フ

ラグメント化により、帯域幅およびデバイス リソー

スが増加します。

注: MTU が 1500 以上のほとんどのイーサネットベー

スのネットワークでは、開始点としての値は 1350 が

推奨されます。 最適な性能を得るためには、さまざ

まな TCP-MSS 値を試してみる必要があります。 たと

えば、パス内のデバイスの MTU が低い場合や、PPP

またはフレーム リレーなどの追加オーバーヘッドが

ある場合は、値を変更する必要があります。

構成

• インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報の構

成 547ページ

• IKE の構成 550ページ

• IPsec の構成 552ページ

• セキュリティ ポリシーの構成 553ページ

• TCP-MSS の構成 555ページ

• SSG シリーズ デバイスの構成 555ページ

インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop st0.0

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/3.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust address-book address sunnyvale 10.10.10.0/24

set security zones security-zone vpn-chicago interfaces st0.0

set security zones security-zone vpn-chicago address-book address chicago 192.168.168.0/24
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報を構成する

には、以下の手順に従います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

user@host# set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

user@host# set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop st0.0

3. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit ]

user@host# edit security zones security-zone untrust

4. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set interfaces ge-0/0/3.0

5. セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

6. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone trust

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/0.0

8. trust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

9. trust セキュリティ ゾーンに対してアドレス帳エントリを構成します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set address-book address sunnyvale 10.10.10.0/24

10. vpn-chicago セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone vpn-chicago

11. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone vpn-chicago]

user@host# set interfaces st0.0
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12. vpn-chicago ゾーンに対してアドレス帳エントリを構成します。

[edit security zones security-zone vpn-chicago]

user@host# set address-book address chicago 192.168.168.0/24

結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、および show security zones の各コマ

ンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の

構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.10.10.1/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.2/30

}

}

}

st0{

unit 0 {

family inet {

address 10.11.11.10/24

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

route 192.168.168.0/24 next-hop st0.0;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

security-zone trust {

address-book {

address sunnyvale 10.10.10.0/24;

}
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host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone vpn-chicago {

host-inbound-traffic {

address-book {

address chicago 192.168.168.0/24;

}

}

interfaces {

st0.0;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ike-phase1-policy proposals ike-phase1-proposal

set security ike policy ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

set security ike gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

set security ike gateway gw-chicago ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-chicago address 2.2.2.2

set security ike gateway gw-chicago version v2-only

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]
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user@host# set dh-group group2

4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike-phase1-policy

7. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set proposals ike-phase1-proposal

8. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

9. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@host# set gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

10. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set ike-policy ike-phase1-policy

11. IKE フェーズ 1 ゲートウェイのアドレスを定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set address 2.2.2.2

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイのバージョンを定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set version v2-only

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ike

proposal ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ike-phase1-policy {

proposals ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$9VMTp1RvWLdwYKMJDkmF3ylKM87Vb2oZjws5F"; ## SECRET-DATA

}
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gateway gw-chicago {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 2.2.2.2;

external-interface ge-0/0/3.0;

version v2-only;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal protocol esp

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy proposals ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn ipsec-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

set security ipsec vpn ipsec-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

set security ipsec vpn ipsec-vpn-chicago bind-interface st0.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@host# set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set proposals ipsec-phase2-proposal

7. IPsec フェーズ 2 PFS が、Diffie-Hellman グループ 2 を使用するように指定します。
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[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ipsec-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ipsec-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

10. バインドするインターフェースを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ipsec-vpn-chicago bind-interface st0.0

結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipsec-phase2-proposal;

}

vpn ipsec-vpn-chicago {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway gw-chicago;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

セキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi match

source-address sunnyvale

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi match

destination-address chicago

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi match

application any

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi then permit
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set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr match

source-address chicago

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr match

destination-address sunnyvale

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr match

application any

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

セキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. trust ゾーンから vpn-chicago ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポ

リシーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago]

user@host# set policy vpn-tr-chi match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-tr-chi match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-tr-chi match application any

user@host# set policy vpn-tr-chi then permit

2. vpn-chicago ゾーンから trust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポ

リシーを作成します。

[edit security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust]

user@host# set policy vpn-chi-tr match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-chi-tr match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-chi-tr match application any

user@host# set policy vpn-chi-tr then permit

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone vpn-chicago {

policy vpn-tr-vpn {

match {

source-address sunnyvale;

destination-address chicago;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone vpn-chicago to-zone trust {

policy vpn-tr-vpn {

match {

source-address chicago;

destination-address sunnyvale;

application any;

}

then {
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permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

TCP-MSS の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルで貼り付けます。

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

TCP-MSS 情報を構成するには、以下の手順に従います。

1. TCP-MSS 情報を構成します。

[edit]

user@host# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

結果 構成モードで、show security flow コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

SSG シリーズ デバイスの構成

CLI 簡単構成 参考として、SSG シリーズ デバイスの構成について説明します。 SSG シリーズ デバイスの構

成に関する情報については、

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/release-independent/screenos/information-products/pathway-pages/screenos/product/index.html

の「Concepts & Examples ScreenOS Reference Guide」を参照してください。

この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI で貼り付けます。

set zone name vpn-chicago

set interface ethernet0/6 zone Trust

set interface ethernet0/0 zone Untrust

set interface tunnel.1 zone vpn-chicago

set interface ethernet0/6 ip 192.168.168.1/24

set interface ethernet0/6 route
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set interface ethernet0/0 ip 2.2.2.2/30

set interface ethernet0/0 route

set interface tunnel.1 ip 10.11.11.11/24

set flow tcp-mss 1350

set address Trust “192.168.168-net” 192.168.168.0 255.255.255.0

set address vpn-chicago "10.10.10-net" 10.10.10.0 255.255.255.0

set ike gateway corp-ike address 1.1.1.2 IKEv2 outgoing-interface ethernet0/0 preshare

395psksecr3t sec-level standard

set vpn corp-vpn gateway corp-ike replay tunnel idletime 0 sec-level standard

set vpn corp-vpn monitor optimized rekey

set vpn corp-vpn bind interface tunnel.1

set policy from Trust to Untrust “ANY” “ANY” “ANY” nat src permit

set policy from Trust to vpn-chicago “192.168.168-net” “10.10.10-net” “ANY” permit

set policy from vpn-chicago to Trust “10.10.10-net” “192.168.168-net” “ANY” permit

set route 10.10.10.0/24 interface tunnel.1

set route 0.0.0.0/0 interface ethernet0/0 gateway 2.2.2.1

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの確認 556ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの確認 558ページ

• IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの確認 559ページ

• VPN でのトラフィック フローのテスト 560ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 注: 確認プロセスを始める前に、10.10.10/24 ネットワーク上のホストから、

192.168.168/24 ネットワーク上のホストにトラフィックを送信する必要がありま

す。 ルートベース VPN では、トンネルを介して SRX シリーズ デバイスからトラ

フィックを開始することができます。 IPsec トンネルをテストする場合は、VPN の

一端にあるデバイスから VPN のもう一端にある別のデバイスにテスト トラフィッ

クを送ることを推奨します。 たとえば、10.10.10.10 から 192.168.168.10 に ping

を送ります。

動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。 コマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

1 2.2.2.2 UP 744a594d957dd513 1e1307db82f58387 IKEv2

user@host> show security ike security-associations index 1 detail

IKE peer 2.2.2.2, Index 1,

Role: Responder, State: UP

Initiator cookie: 744a594d957dd513, Responder cookie: 1e1307db82f58387

Exchange type: IKEv2, Authentication method: Pre-shared-keys
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Local: 1.1.1.2:500, Remote: 2.2.2.2:500

Lifetime: Expires in 28570 seconds

Algorithms:

Authentication : sha1

Encryption : aes-cbc (128 bits)

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 852

Output bytes : 940

Input packets : 5

Output packets : 5

Flags: Caller notification sent

IPSec security associations: 1 created, 0 deleted

意味 show security ike security-associations コマンドを入力すると、すべてのアクティブな IKE

フェーズ 1 SA が一覧表示されます。 SA が 1 つも表示されなかった場合は、フェーズ 1 の

確立に問題があったことを表します。 IKE ポリシー パラメータと外部インターフェースの設

定を確認してください。

SA が一覧表示されたら、以下の情報を確認します。

• インデックス — 各 IKE SA に固有の値で、SA に関する詳細情報を取得するために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス — リモート IP アドレスが正しいことを確認します。

• 状態

• UP — フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN — フェーズ 1 SA の確立に問題が発生しています。

• モード — 正しいモードが使用されていることを確認します。

構成内の以下の事項が正しいことを確認します。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません）

• IKE ポリシー パラメータ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で一致している必要があります）

show security ike security-associations index 1 detail コマンドにより、インデックス番号

「1」の SA に関する以下の追加情報が一覧表示されます。

• 使用されている認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の有効期限

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます）

• ロール情報
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注: トラブルシューティングは、受信側のロールを使用するピア上で実行すると

うまく動作します。

• 開始側および受信側の情報

• 作成された IPsec SA の数

IPsec フェーズ 2 ステータスの確認

目的 IPsec フェーズ 2 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。 コマンド

からインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

total configured sa: 2

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 76d64d1d 3363/ unlim - 0

>16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 a1024ee2 3363/ unlim - 0

user@host> show security ipsec security-associations index 16384 detail

Virtual-system: Root

Local Gateway: 1.1.1.2, Remote Gateway: 2.2.2.2

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=10.10.10.0/24)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=192.168.168.0/24)

Version: IKEv2

DF-bit: clear

Direction: inbound, SPI: 1993755933, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3352 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2775 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

Direction: outbound, SPI: 2701283042, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3352 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2775 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc

(128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

意味 show security ipsec security-associations コマンドの出力には、以下の情報が一覧表示されま

す。

• ID 番号は 16384 です。 この値を show security ipsec security-associations index コマン

ドで使用して、特定のSA に関する詳細情報を取得します。

• ポート 500 を使用する 1 組の IPsec SA ペアが存在します。
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• 両方向について、SPI、有効期限（秒単位）、および使用制限（または KB 単位でのライフサ

イズ）が表示されます。 3363/ unlim 値は、フェーズ 2 の有効期限が 3363 秒で終わり、

ライフサイズが指定されていない、つまり制限がないことを示します。 VPN が確立される

と、フェーズ 2 はフェーズ 1 に依存しなくなるため、フェーズ 2 の有効期限はフェーズ 1

の有効期限とは異なる場合があります。

• vsys はルート システムで、常に 0 が表示されます。

• IKEv2 では、バージョン 2 ピアからの接続が許可され、バージョン 2 のネゴシエーション

が開始されます。

show security ipsec security-associations index 16384 detail コマンドの出力には、以下の情

報が一覧表示されます。

• ローカル ID とリモート ID は、SA のプロキシ ID を構成します。

フェーズ 2 が失敗する原因としては、プロキシ ID の不一致が最もよく見られます。 IPsec

SA が 1 つも表示されない場合は、フェーズ 2 プロポーザル（プロキシ ID の設定を含む）

が、どちらのピアについても正しいかどうかを確認してください。 ルートベース VPN では、

デフォルトのプロキシ ID は local=0.0.0.0/0、remote=0.0.0.0/0、service=any です。 同

一のピア IP から複数のルートベース VPN を使用すると、問題が発生する場合があります。

この場合、各 IPsec SA に対して一意のプロキシ ID を指定する必要があります。 サード

パーティ ベンダーによっては、照合するプロキシ ID を手動で入力する必要があります。

• フェーズ 2 が失敗するその他の理由として、ST インターフェースのバインディングを指定

していないことが挙げられます。 IPsec が完了できない場合は、kmd ログをチェックする

か、traceoptions を設定します。

IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの確認

目的 IPsec SA の ESP および認証ヘッダー カウンタとエラーを確認します。

アクション 動作モードで、統計を確認する VPN のインデックス番号を使用して、show security ipsec

statistics index index_number コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec statistics index 16384

ESP Statistics:

Encrypted bytes: 920

Decrypted bytes: 6208

Encrypted packets: 5

Decrypted packets: 87

AH Statistics:

Input bytes: 0

Output bytes: 0

Input packets: 0

Output packets: 0

Errors:

AH authentication failures: 0, Replay errors: 0

ESP authentication failures: 0, ESP decryption failures: 0

Bad headers: 0, Bad trailers: 0

また、show security ipsec statistics コマンドを使用して、すべての SA の統計とエラーを確

認することもできます。

すべての IPsec 統計をクリアするには、clear security ipsec statistics コマンドを使用しま

す。
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意味 パケット ロスの問題が VPN で発生している場合は、show security ipsec statistics または

show security ipsec statistics detail コマンドを複数回実行して、暗号化および復号化パケッ

トのカウンタが増加していることを確認することができます。 また、他のエラー カウンタが

増加していることをチェックする必要もあります。

VPN でのトラフィック フローのテスト

目的 VPN でのトラフィック フローを確認します。

アクション SRX シリーズ デバイスから ping コマンドを使用すると、リモート ホスト PC へのトラフィッ

ク フローをテストすることができます。 ルート ルックアップが適切で、ポリシー ルックアッ

プの際に適切なセキュリティ ゾーンが参照されるように、ソース インターフェースを指定し

てください。

動作モードで、ping コマンドを入力します。

ssg-> ping 192.168.168.10 interface ge-0/0/0 count 5

PING 192.168.168.10 (192.168.168.10): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=0 ttl=127 time=8.287 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=1 ttl=127 time=4.119 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=2 ttl=127 time=5.399 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=3 ttl=127 time=4.361 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=4 ttl=127 time=5.137 ms

--- 192.168.168.10 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 4.119/5.461/8.287/1.490 ms

また、SSG シリーズ デバイスから ping コマンドを使用することもできます。

user@host> ping 10.10.10.10 from ethernet0/6

Type escape sequence to abort

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 1 seconds from ethernet0/6

!!!!!

Success Rate is 100 percent (5/5), round-trip time min/avg/max=4/4/5 ms

意味 SRX シリーズまたは SSG シリーズのデバイスからの ping コマンドが失敗する場合は、ルー

ティング、セキュリティ ポリシー、エンド ホスト、または ESP パケットの暗号化と復号化に

問題がある可能性があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 581ページの例: ハブアンドスポーク方式 VPN の構成

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成

• 524ページのインターネット鍵交換バージョン 2 について

ポリシーベース VPN

• ポリシーベース IPsec VPN について 561ページ

• 例: ポリシーベース VPN の構成 561ページ
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ポリシーベース IPsec VPN について

ポリシーベース IPsec VPN では、セキュリティ ポリシーのアクションとして、ポリシーの一

致基準と一致するトランジット トラフィックで使用する VPN トンネルをセキュリティ ポリ

シーで指定します。 VPN は、ポリシー ステートメントから独立して構成されます。 ポリシー

ステートメントでは、名前によって VPN を参照し、トンネルへのアクセスが許可されるトラ

フィックを指定します。 ポリシーベース VPN では、各ポリシーは、リモート ピアを使用して

個別の IPsec セキュリティ アソシエーション（SA）を作成します。各 SA は、個別の VPN ト

ンネルとみなされます。 たとえば、ポリシーにグループのソース アドレスとグループの宛先

アドレスが含まれている場合、そのアドレス セットに属するいずれかのユーザーが、宛先アド

レスで指定されているいずれかのホストとの通信を試行すると、常に新しいトンネルがネゴシ

エートされ、確立されます。 各トンネルでは、独自のネゴシエーション プロセスと個別の SA

のペアが必要となるため、ポリシーベース IPsec VPN を使用すると、ルートベース VPN を使

用した場合よりも多くのリソースが消費される場合があります。

ポリシーベース VPN を使用できる例:

• ダイヤルアップ VPN を実装している場合。

• トンネルに送信するトラフィックを特定する場合に、ルートが提供できるものよりも高い細

分性が必要な場合（たとえば、トラフィックが特定のソースから発信された場合のみ、特定

の宛先に向かうトラフィックがトンネルを通過するように指定する必要がある場合）。

• リモート VPN デバイスが、各リモート サブネットに対して個別の SA を必要とする非 Juniper

デバイスである場合。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 526ページの例: ルートベース VPN の構成

• 581ページの例: ハブアンドスポーク方式 VPN の構成

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成

例: ポリシーベース VPN の構成

この例では、支社と本社の間での安全なデータ転送を実現するために、ポリシーベース IPsec

VPN を構成する方法を示します。

• 要件 561ページ

• 概要 562ページ

• 構成 566ページ

• 確認 575ページ

要件

この例では、以下のハードウェアを使用します。

• SRX240 デバイス
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• SSG140 デバイス

始める前に、505ページの「「VPN の概要」」を参照してください。

概要

この例では、イリノイ州シカゴの支社について、ポリシーベース VPN を構成します。これは、

トンネル リソースを節約する必要がない、あるいはトンネルを通過するトラフィックをフィル

タリングするために多くのセキュリティ ポリシーを構成する必要がないためです。 シカゴ支

社のユーザーは、VPN を使ってカリフォルニア州サニーベールの本社に接続します。

563ページの図53 は、ポリシーベース VPN トポロジの例です。 このトポロジでは、SRX シリー

ズ デバイスがサニーベールに設置されており、シカゴには SSG シリーズ デバイス（その他の

サードパーティのデバイスである可能性もあります）が設置されています。
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図 53: ポリシーベース VPN トポロジ
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IKE IPsec トンネルのネゴシエーションは、2 段階で発生します。 フェーズ 1 では、参加者

が IPsec セキュリティ アソシエーション（SA）をネゴシエートする安全なチャネルを確立し

ます。 フェーズ 2 では、参加者はトンネル内を通過するトラフィックの認証で使用する IPsec

SA をネゴシエートします。 トンネルのネゴシエーションが 2 段階であるのと同様に、トンネ

ル構成も 2 つの段階で構成されています。
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この例では、インターフェース、IPv4 デフォルト ルート、セキュリティ ゾーン、アドレス帳

を構成します。 次に、IKE フェーズ 1、IPsec フェーズ 2、セキュリティ ポリシー、TCP-MSS

の各パラメータを構成します。 564ページの表52 ～ 566ページの表56 を参照してください。

表52: インターフェース、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報

構成パラメータ名前機能

10.10.10.1/24ge-0/0/0.0インターフェース

1.1.1.2/30ge-0/0/3.0

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• ge-0/0/0.0 インターフェースは、このゾー

ンにバインドされています。

trustセキュリティ ゾーン

• IKE は、許可されている唯一のシステム

サービスです。

• ge-0/3.0/0.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

untrust

• このアドレスは、アドレス帳 book1 のエ

ントリであり、trust というゾーンに関連

付けられています。

• このアドレス帳エントリのアドレスは、

10.10.10.0/24 です。

sunnyvaleアドレス帳エントリ

• このアドレスは、アドレス帳 book2 のエ

ントリであり、ch というゾーンに関連付

けられています。

• このアドレス帳エントリのアドレスは、

192.168.168.0/24 です。

chicago

表53: IKE フェーズ 1 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ: group2

• 認証アルゴリズム: sha1

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ike-phase1-proposalプロポーザル

• モード: main

• プロポーザル参照: ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法: pre-shared-key ascii-text

ike-phase1-policyポリシー

• IKE ポリシー参照: ike-phase1-policy

• 外部インターフェース: ge-0/0/3.0

• ゲートウェイ アドレス: 2.2.2.2

gw-chicagoゲートウェイ
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表54: IPsec フェーズ 2 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ipsec-phase2-proposalプロポーザル

• プロポーザル参照: ipsec-phase2-proposal

• PFS: Diffie-Hellman group2

ipsec-phase2-policyポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: gw-chicago

• IPsec ポリシー参照: ipsec-phase2-policy

ike-vpn-chicagoVPN

表55: セキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

• 一致基準:

• source-address sunnyvale

• destination-address chicago

• application any

• 許可アクション: tunnel ipsec-vpn

ike-vpn-chicago

• 許可アクション: tunnel pair-policy vpn-untr-tr

vpn-tr-untrこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust ゾー

ンへのトラフィックを許可します。

• 一致基準:

• source-address chicago

• destination-address sunnyvale

• application any

• 許可アクション: tunnel ipsec-vpn

ike-vpn-chicago

• 許可アクション: tunnel pair-policy vpn-tr-untr

vpn-untr-trこのセキュリティ ポリシーは、untrust ゾーンから trust ゾー

ンへのトラフィックを許可します。

• 一致基準:

• source-address any

• source-destination any

• application any

• アクション: permit

permit-anyこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust ゾー

ンへのすべてのトラフィックを許可します。

注: permit-any セキュリティ ポリシーの前に vpn-tr-untr ポ

リシーを配置する必要があります。 Junos OS は、リストの上か

ら順番にセキュリティ ポリシーのルックアップを実行します。

permit-any ポリシーが vpn-tr-untr ポリシーの前にある場合

は、trust ゾーンからのすべてのトラフィックが permit-any ポ

リシーと一致するため、許可されます。 したがって、どのトラ

フィックも vpn-tr-untr ポリシーとは一致しません。
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表56: TCP-MSS 構成パラメータ

構成パラメータ目的

MSS 値: 1350TCP-MSS は TCP 3 方向ハンドシェイクの一環としてネゴシエートされ、ネットワーク上の最大送信単位（MTU）の

限度に適するように、TCP セグメントの最大サイズを制限します。 これは、VPN トラフィックでは特に重要です。

IPsec カプセル化オーバーヘッドと、IP およびフレーム オーバーヘッドによって、結果として発生するセキュリ

ティ ペイロードのカプセル化（ESP）パケットが物理インターフェースの MTU を超過してしまう可能性があり、フ

ラグメント化が発生する原因となるためです。 フラグメント化の結果として、帯域幅およびデバイス リソースの

使用量が増えます。

注: MTU が 1500 以上のほとんどのイーサネットベースのネットワークでは、開始点としての値は 1350 が推奨さ

れます。 最適な性能を得るためには、さまざまな TCP-MSS 値を試してみる必要があります。 たとえば、パス内の

デバイスの MTU が低い場合や、PPP またはフレーム リレーなどの追加オーバーヘッドがある場合は、値を変更す

る必要があります。

構成

基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/3.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security address-book book1 address sunnyvale 10.10.10.0/24

set security address-book book1 attach zone trust

set security address-book book2 address chicago 192.168.168.0/24

set security address-book book2 attach zone untrust

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報を構成するには、以下の

手順に従います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

3. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit ]

user@host# edit security zones security-zone untrust
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4. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set interfaces ge-0/0/3.0

5. セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

6. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone trust

7. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/0.0

8. セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

9. アドレス帳を作成し、ゾーンに関連付けます。

[edit security address-book book1]

user@host# set address sunnyvale 10.10.10.0/24

user@host# set attach zone trust

10. 別のアドレス帳を作成し、ゾーンに関連付けます。

[edit security address-book book2]

user@host# set address chicago 192.168.168.0/24

user@host# set attach zone untrust

結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、show security zones、および show

security address-book コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っ

ていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.10.10.1/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.2/30

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options
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static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

[edit]

user@host# show security address-book

book1 {

address sunnyvale 10.10.10.0/24;

attach {

zone trust;

}

}

book2 {

address chicago 192.168.168.0/24;

attach {

zone untrust;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ike-phase1-policy mode main

set security ike policy ike-phase1-policy proposals ike-phase1-proposal

set security ike policy ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t
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set security ike gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

set security ike gateway gw-chicago ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-chicago address 2.2.2.2

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set dh-group group2

4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike-phase1-policy

7. IKE フェーズ 1 ポリシーのモードを設定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set mode main

8. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set proposals ike-phase1-proposal

9. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@host# set gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]
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user@host# set ike-policy ike-phase1-policy

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

13. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set ike-policy ike-phase1-policy

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ike

proposal ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ike-phase1-policy {

mode main;

proposals ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$9VMTp1RvWLdwYKMJDkmF3ylKM87Vb2oZjws5F"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw-chicago {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 2.2.2.2;

external-interface ge-0/0/3.0;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal protocol esp

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy proposals ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@host# set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set proposals ipsec-phase2-proposal

7. IPsec フェーズ 2 PFS が、Diffie-Hellman グループ 2 を使用するように指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}
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policy ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipsec-phase2-proposal;

}

vpn ike-vpn-chicago {

ike {

gateway gw-chicago;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

セキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr match

source-address sunnyvale

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr match

destination-address chicago

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr then permit

tunnel ipsec-vpn ike-vpn-chicago

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr then permit

tunnel pair-policy vpn-untr-tr

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr match

source-address chicago

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr match

destination-address sunnyvale

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr then permit

tunnel ipsec-vpn ike-vpn-chicago

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr then permit

tunnel pair-policy vpn-tr-untr

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any match source-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any then permit

insert security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr before policy

permit-any
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

セキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. Trust ゾーンから Untrust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy vpn-tr-untr match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-tr-untr match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-tr-untr match application any

user@host# set policy vpn-tr-untr then permit tunnel ipsec-vpn ike-vpn-chicago

user@host# set policy vpn-tr-untr then permit tunnel pair-policy vpn-untr-tr

2. Untrust ゾーンから Trust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy vpn-untr-tr match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-untr-tr match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-untr-tr match application any

user@host# set policy vpn-untr-tr then permit tunnel ipsec-vpn ike-vpn-chicago

user@host# set policy vpn-untr-tr then permit tunnel pair-policy vpn-tr-untr

3. Trust ゾーンから Untrust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-any match source-address any

user@host# set policy vpn-untr-tr match destination-address any

user@host# set policy vpn-untr-tr match application any

user@host# set policy vpn-untr-tr then permit

4. vpn-tr-untr セキュリティ ポリシーが permit-any セキュリティ ポリシーの前になるよ

うに並べ替えます。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# insert policy vpn-tr-untr before policy permit-any

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy vpn-tr-untr {

match {

source-address sunnyvale;

destination-address chicago;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn ike-vpn-chicago;
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pair-policy vpn-untr-tr;

}

}

}

}

policy permit-any {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy vpn-untr-tr {

match {

source-address chicago;

destination-address sunnyvale;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn ike-vpn-chicago;

pair-policy vpn-tr-untr;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

TCP-MSS の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルで貼り付けます。

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 TCP-MSS 情報を構成するには、以下の手順に従います。

1. TCP-MSS 情報を構成します。

[edit]

user@host# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

結果 構成モードで、show security flow コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]
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user@host# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

SSG シリーズ デバイスの構成

CLI 簡単構成 参考として、SSG シリーズ デバイスの構成について説明します。 SSG シリーズ デバイスの構

成については、http://www.juniper.net/techpubs の「Concepts and Examples ScreenOS Reference

Guide」を参照してください。

この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI で貼り付けます。

set interface ethernet0/6 zone Trust

set interface ethernet0/0 zone Untrust

set interface ethernet0/6 ip 192.168.168.1/24

set interface ethernet0/6 route

set interface ethernet0/0 ip 2.2.2.2/30

set interface ethernet0/0 route

set flow tcp-mss 1350

set address Trust “local-net” 192.168.168.0 255.255.255.0

set address Untrust "corp-net" 10.10.10.0 255.255.255.0

set ike gateway corp-ike address 1.1.1.2 Main outgoing-interface ethernet0/0 preshare

395psksecr3t sec-level standard

set vpn corp-vpn gateway corp-ike replay tunnel idletime 0 sec-level standard

set policy id 11 from Trust to Untrust “local-net” “corp-net” “ANY” tunnel vpn

“corp-vpn” pair-policy 10

set policy id 10 from Untrust to Trust “corp-net” “local-net” “ANY” tunnel vpn

“corp-vpn” pair-policy 11

set policy id 1 from Trust to Untrust “ANY” “ANY” “ANY” nat src permit

set route 0.0.0.0/0 interface ethernet0/0 gateway 2.2.2.1

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの確認 575ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの確認 577ページ

• IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの確認 579ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。
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アクション 注: 確認プロセスを始める前に、10.10.10/24 ネットワーク上のホストから、

192.168.168/24 ネットワーク上のホストにトラフィックを送信する必要がありま

す。 ポリシーベース VPN では、個別のホストがトラフィックを生成する必要があ

ります。SRX シリーズ デバイスから開始されたトラフィックは、VPN ポリシーと一

致しません。 VPN の一端にあるデバイスから VPN のもう一端にある別のデバイス

にテスト トラフィックを送ることを推奨します。 たとえば、10.10.10.10 から

192.168.168.10 に ping を送ります。

動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。 コマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

4 2.2.2.2 UP 5e1db3f9d50b0de6 e50865d9ebf134f8 Main

user@host> show security ike security-associations index 4 detail

IKE peer 2.2.2.2, Index 4,

Role: Responder, State: UP

Initiator cookie: 5e1db3f9d50b0de6, Responder cookie: e50865d9ebf134f8

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 1.1.1.2:500, Remote: 2.2.2.2:500

Lifetime: Expires in 28770 seconds

Algorithms:

Authentication : sha1

Encryption : aes-128-cbc

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 852

Output bytes : 856

Input packets : 5

Output packets : 4

Flags: Caller notification sent

IPSec security associations: 1 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 0

意味 show security ike security-associations コマンドを入力すると、すべてのアクティブな IKE

フェーズ 1 セキュリティ アソシエーション（SA）が一覧表示されます。 SA が 1 つも表示さ

れなかった場合は、フェーズ 1 の確立に問題があったことを表します。 IKE ポリシー パラ

メータと外部インターフェースの設定を確認してください。

SA が一覧表示されたら、以下の情報を確認します。

• インデックス — 各 IKE SA に固有の値で、SA に関する詳細情報を取得するために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス — リモート IP アドレスが正しいことを確認します。

• 状態

• UP — フェーズ 1 SA が確立されています。
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• DOWN — フェーズ 1 SA の確立に問題が発生しています。

• モード — 正しいモードが使用されていることを確認します。

構成内の以下の事項が正しいことを確認します。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません）

• IKE ポリシー パラメータ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で一致している必要があります）

show security ike security-associations index 1 detail コマンドにより、インデックス番号

「1」のセキュリティ アソシエーションに関する以下の追加情報が一覧表示されます。

• 使用されている認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の有効期限

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます）

• 開始側および受信側のロール情報

注: トラブルシューティングは、受信側のロールを使用するピア上で実行すると

うまく動作します。

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中のフェーズ 2 ネゴシエーションの数

IPsec フェーズ 2 ステータスの確認

目的 IPsec フェーズ 2 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。 コマンド

からインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

total configured sa: 2

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<2 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 a63eb26f 3565/ unlim - 0

>2 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 a1024ed9 3565/ unlim - 0

user@host> show security ipsec security-associations index 2 detail

Virtual-system: Root

Local Gateway: 1.1.1.2, Remote Gateway: 2.2.2.2

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=10.10.10.0/24)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=192.168.168.0/24)

DF-bit: clear

Policy-name: vpnpolicy-unt-tr
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Direction: inbound, SPI: 2789126767, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3558 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2986 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

Direction: outbound, SPI: 2701283033,, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3558 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2986 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

意味 show security ipsec security-associations コマンドの出力には、以下の情報が一覧表示されま

す。

• ID 番号は 2 です。 この値を show security ipsec security-associations index コマンドで

使用して、特定のSA に関する詳細情報を取得します。

• ポート 500 を使用する 1 組の IPsec SA ペアが存在します。これは、NAT 通過（NAT-T）が

実装されていないことを意味します （NAT 通過は、ポート4500 または無作為の数字の大き

いポートを使用します）。

• 両方向について、SPI、有効期限（秒単位）、および使用制限（または KB 単位でのライフサ

イズ）が表示されます。 3565/ unlim 値は、フェーズ 2 の有効期限が 3565 秒で終わり、

ライフサイズが指定されていない、つまり制限がないことを示します。 VPN が確立される

と、フェーズ 2 はフェーズ 1 に依存しなくなるため、フェーズ 2 の有効期限はフェーズ 1

の有効期限とは異なる場合があります。

• VPN 監視は、Mon 列のハイフンで示されているように、この SA では有効化されていません。

VPN 監視が有効になっている場合は、U（up）または D（down）が表示されます。

• 仮想システム（vsys）はルート システムで、常に 0 が表示されます。

show security ipsec security-associations index 16384 detail コマンドの出力には、以下の情

報が一覧表示されます。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.578

Junos OS セキュリティ構成ガイド



• ローカル ID とリモート ID は、SA のプロキシ ID を構成します。

フェーズ 2 が失敗する理由としては、プロキシ ID の不一致が最もよく見られます。 ポリ

シーベース VPN では、プロキシ ID はセキュリティ ポリシーから導き出されます。 ローカ

ル アドレスとリモート アドレスは、アドレス帳エントリから導き出され、サービスは、ポ

リシーに対して構成されたアプリケーションから導き出されます。 フェーズ 2 がプロキシ

ID の不一致によって失敗した場合は、ポリシーを使って、どのアドレス帳エントリが構成さ

れているのかを確認できます。 この場合、アドレスが送信された情報と一致していることを

確認してください。 また、サービスをチェックして、ポートと送信される情報が一致してい

ることを確認してください。

注: サードパーティ ベンダーによっては、照合するプロキシ ID を手動で入力す

る必要があります。

IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの確認

目的 IPsec セキュリティ アソシエーションの ESP および認証ヘッダー カウンタとエラーを確認し

ます。

アクション 動作モードで、統計を確認する VPN のインデックス番号を使用して、show security ipsec

statistics index index_number コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec statistics index 2

ESP Statistics:

Encrypted bytes: 920

Decrypted bytes: 6208

Encrypted packets: 5

Decrypted packets: 87

AH Statistics:

Input bytes: 0

Output bytes: 0

Input packets: 0

Output packets: 0

Errors:

AH authentication failures: 0, Replay errors: 0

ESP authentication failures: 0, ESP decryption failures: 0

Bad headers: 0, Bad trailers: 0

また、show security ipsec statistics コマンドを使用して、すべての SA の統計とエラーを確

認することもできます。

すべての IPsec 統計をクリアするには、clear security ipsec statistics コマンドを使用しま

す。

意味 パケット ロスの問題が VPN で発生している場合は、show security ipsec statistics または

show security ipsec statistics detail コマンドを複数回実行して、暗号化および復号化パケッ

トのカウンタが増加していることを確認することができます。 また、他のエラー カウンタが

増加しているかどうかをチェックする必要もあります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 505ページのVPN の概要

• 526ページの例: ルートベース VPN の構成

• 581ページの例: ハブアンドスポーク方式 VPN の構成

ハブアンドスポーク方式 VPN

• ハブアンドスポーク方式 VPN について 580ページ

• 例: ハブアンドスポーク方式 VPN の構成 581ページ

ハブアンドスポーク方式 VPN について

デバイスで終了する 2 つの VPN トンネルを作成すると、デバイスが 1 つのトンネルから出た

トラフィックをもう 1 つのトンネルに誘導するように、ルートのペアを設定することができま

す。 また、1 つのトンネルからもう 1 つのトンネルに向かうトラフィックの通過を許可する

ポリシーも作成する必要があります。 このような方法は、ハブアンドスポーク方式 VPN と呼

ばれます。 （580ページの図54 を参照してください）。

複数の VPN を構成し、任意の 2 つのトンネル間でトラフィックをルーティングすることもで

きます。

注: SRX シリーズ デバイスは、ルートベースのハブアンドスポーク機能だけをサ

ポートしています。

図 54: ハブアンドスポーク方式 VPN 構成における複数のトンネル

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• ハブアンドスポーク方式 VPN 構成の概要

• 581ページの例: ハブアンドスポーク方式 VPN の構成
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例: ハブアンドスポーク方式 VPN の構成

この例では、企業クラスの環境に対してハブアンドスポーク方式の IPsec VPN を構成する方法

を示します。

• 要件 581ページ

• 概要 581ページ

• 構成 587ページ

• 確認 607ページ

要件

この例では、以下のハードウェアを使用します。

• SRX240 デバイス

• SRX5800 デバイス

• SSG140 デバイス

始める前に、505ページの「「VPN の概要」」を参照してください。

概要

この例では、一般的に企業の支社で使われているハブアンドスポーク方式 VPN を構成する方法

について説明します。 ハブが本社であり、スポークは、カリフォルニア州サニーベールの支社

とマサチューセッツ州ウェストフォードの支社の 2 か所に存在します。 支社のユーザーは、

本社との間でデータを安全に送るために VPN を使用します。

582ページの図55 は、ハブアンドスポーク方式 VPN のトポロジ例です。 このトポロジでは、

SRX5800 デバイスが本社に設置されています。 また、SRX240 デバイスはウェストフォード支

社に設置され、SSH140 デバイスはサニーベール支社に設置されています。
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図 55: ハブアンドスポーク方式 VPN のトポロジ
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この例では、本社をハブとして構成し、ウェストフォード支社とサニーベール支社をスポーク

として構成します。 まず、インターフェース、IPv4 静的ルートとデフォルト ルート、セキュ

リティ ゾーン、アドレス帳を構成します。 次に、IKE フェーズ 1 と IPsec フェーズ 2 のパ

ラメータを構成して、st0.0 インターフェースを IPsec VPN にバインドします。 ハブでは、

st0.0 をマルチポイント用に構成し、サニーベールのスポーク用に静的 NHTB テーブル エント

リを追加します。 最後に、セキュリティ ポリシーと TCP-MSS パラメータを構成します。 こ

の例で使用されている各構成パラメータについては、582ページの表57 ～ 587ページの表61 を

参照してください。

表57: インターフェース、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報

構成パラメータ名前機能ハブまたはスポーク

10.10.10.1/24ge-0/0/0.0インターフェースハブ

1.1.1.2/30ge-0/0/3.0

10.11.11.10/24st0
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表57: インターフェース、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報 （続き）

構成パラメータ名前機能ハブまたはスポーク

3.3.3.2/30ge-0/0/0.0インターフェーススポーク

192.168.178.1/24ge-0/0/3.0

10.11.11.12/24st0

• すべてのシステム サービスが

許可されます。

• ge-0/0/0.0 インターフェース

は、このゾーンにバインドさ

れています。

trustセキュリティ ゾーンハブ

• IKE は、許可されている唯一

のシステム サービスです。

• ge-0/3.0/0.0 インターフェー

スは、このゾーンにバインド

されています。

untrust

st0.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

vpn

• すべてのシステム サービスが

許可されます。

• ge-0/3.0/0.0 インターフェー

スは、このゾーンにバインド

されています。

trustセキュリティ ゾーンスポーク

• IKE は、許可されている唯一

のシステム サービスです。

• ge-0/0/0.0 インターフェース

は、このゾーンにバインドさ

れています。

untrust

st0.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

vpn

• このアドレスは、trust ゾー

ンのアドレス帳に対するもの

です。

• このアドレス帳エントリのア

ドレスは、10.10.10.0/24 で

す。

local-netアドレス帳エントリハブ

• このアドレス帳は、vpn ゾー

ンのアドレス帳に対するもの

です。

• このアドレス帳エントリのア

ドレスは、192.168.168.0/24

です。

sunnyvale-net
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表57: インターフェース、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報 （続き）

構成パラメータ名前機能ハブまたはスポーク

• このアドレスは、vpn ゾーン

のアドレス帳に対するもので

す。

• このアドレス帳エントリのア

ドレスは、192.168.178.0/24

です。

westford-net

• このアドレスは、trust ゾー

ンのアドレス帳に対するもの

です。

• このアドレス帳エントリのア

ドレスは、

192.168.168.178.0/24 です。

local-netアドレス帳エントリスポーク

• このアドレスは、vpn ゾーン

のアドレス帳に対するもので

す。

• このアドレス帳エントリのア

ドレスは、10.10.10.0/24 で

す。

corp-net

• このアドレスは、vpn ゾーン

のアドレス帳に対するもので

す。

• このアドレス帳エントリのア

ドレスは、192.168.168.0/24

です。

sunnyvale-net

表58: IKE フェーズ 1 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能ハブまたはスポーク

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ:

group2

• 認証アルゴリズム: sha1

• 暗号化アルゴリズム:

aes-128-cbc

ike-phase1-proposalプロポーザルハブ

• モード: main

• プロポーザル参照:

ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証

方法: pre-shared-key

ascii-text

ike-phase1-policyポリシー
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表58: IKE フェーズ 1 構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能ハブまたはスポーク

• IKE ポリシー参照:

ike-phase1-policy

• 外部インターフェース:

ge-0/0/3.0

• ゲートウェイ アドレス:

3.3.3.2

gw-westfordゲートウェイ

• IKE ポリシー参照:

ike-phase1-policy

• 外部インターフェース:

ge-0/0/3.0

• ゲートウェイ アドレス:

2.2.2.2

gw-sunnyvale

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ:

group2

• 認証アルゴリズム: sha1

• 暗号化アルゴリズム:

aes-128-cbc

ike-phase1-proposalプロポーザルスポーク

• モード: main

• プロポーザル参照:

ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証

方法: pre-shared-key

ascii-text

ike-phase1-policyポリシー

• IKE ポリシー参照:

ike-phase1-policy

• 外部インターフェース:

ge-0/0/0.0

• ゲートウェイ アドレス:

1.1.1.2

gw-corporateゲートウェイ

表59: IPsec フェーズ 2 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

ハブまたはス

ポーク

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ipsec-phase2-proposalプロポーザルハブ

• プロポーザル参照: ipsec-phase2-proposal

• PFS: Diffie-Hellman group2

ipsec-phase2-policyポリシー
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表59: IPsec フェーズ 2 構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

ハブまたはス

ポーク

• IKE ゲートウェイ参照: gw-sunnyvale

• IPsec ポリシー参照: ipsec-phase2-policy

• バインド先インターフェース: st0.0

vpn-sunnyvaleVPN

• IKE ゲートウェイ参照: gw-westford

• IPsec ポリシー参照: ipsec-phase2-policy

• バインド先インターフェース: st0.0

vpn-westford

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ipsec-phase2-proposalプロポーザルスポーク

• プロポーザル参照: ipsec-phase2-proposal

• PFS: Diffie-Hellman group2

ipsec-phase2-policyポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: gw-corporate

• IPsec ポリシー参照: ipsec-phase2-policy

• バインド先インターフェース: st0.0

vpn-corporateVPN

表60: セキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

ハブま

たはス

ポーク

• 一致基準:

• source-address local-net

• destination-address sunnyvale-net

• destination-address westford-net

• application any

local-to-spokesこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾー

ンから vpn ゾーンへのトラフィックを許可

します。

ハブ

一致基準:

• source-address sunnyvale-net

• source-address westford-net

• destination-address local-net

• application any

spokes-to-localこのセキュリティ ポリシーは、vpn ゾーン

から trust ゾーンへのトラフィックを許可

します。

一致基準:

• source-address any

• destination-address any

• application any

spoke-to-spokeこのセキュリティ ポリシーは、イントラ

ゾーン トラフィックを許可します。
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表60: セキュリティ ポリシー構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前目的

ハブま

たはス

ポーク

• 一致基準:

• source-address local-net

• destination-address corp-net

• destination-address sunnyvale-net

• application any

to-corpこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾー

ンから vpn ゾーンへのトラフィックを許可

します。

スポーク

一致基準:

• source-address corp-net

• source-address sunnyvale-net

• destination-address local-net

• application any

from-corpこのセキュリティ ポリシーは、vpn ゾーン

から trust ゾーンへのトラフィックを許可

します。

一致基準:

• source-address any

• source-destination any

• application any

• 許可アクション: source-nat interface

source-nat interface を指定すると、SRX シリーズ デ

バイスは、エグレス インターフェースの IP アドレス

をソース IP アドレスとして使用し、ソース ポートに

ついては無作為の大きな数字のポートを使用すること

で、発信トラフィックのソース IP アドレスとポートを

変換します。

permit-anyこのセキュリティ ポリシーは、untrust

ゾーンから trust ゾーンへのトラフィック

を許可します。

表61: TCP-MSS 構成パラメータ

構成パラメータ目的

MSS 値: 1350TCC-MSS は TCP 3 方向ハンドシェイクの一環としてネゴシエートされ、ネットワーク上の MTU の限度に適するよ

うに、TCP セグメントの最大サイズを制限します。 VPN トラフィックでは、IPsec カプセル化オーバーヘッドと、

IP およびフレーム オーバーヘッドによって、結果として発生する ESP パケットが物理インターフェースの MTU

を超過してしまう可能性があり、フラグメント化が発生する原因となります。 フラグメント化の結果として、帯域

幅およびデバイス リソースの使用量が増えます。

注: MTU が 1500 以上のほとんどのイーサネットベースのネットワークでは、開始点としての値は 1350 が推奨さ

れます。 最適な性能を得るためには、さまざまな TCP-MSS 値を試してみる必要があります。 たとえば、パス内の

デバイスの MTU が低い場合や、PPP またはフレーム リレーなどの追加オーバーヘッドがある場合は、値を変更す

る必要があります。

構成

• ハブの基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報の構成 588ページ

• ハブの IKE の構成 591ページ

• ハブの IPsec の構成 593ページ
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• ハブのセキュリティ ポリシーの構成 595ページ

• ハブの TCP-MSS の構成 597ページ

• ウェストフォード スポークの基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳

の各情報の構成 598ページ

• ウェストフォード スポークの IKE の構成 601ページ

• ウェストフォード スポークの IPsec の構成 602ページ

• ウェストフォード スポークのセキュリティ ポリシーの構成 604ページ

• ウェストフォード スポークの TCP-MSS の構成 606ページ

• サニーベール スポークの構成 606ページ

ハブの基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.11

set routing-options static route 192.168.178.0/24 next-hop 10.11.11.12

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/3.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone vpn interfaces st0.0

set security address-book book1 address local-net 10.10.10.0/24

set security address-book book1 attach zone trust

set security address-book book2 address sunnyvale-net 192.168.168.0/24

set security address-book book2 address westford-net 192.168.178.0/24

set security address-book book2 attach zone vpn

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ハブの基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報を構成するには、

以下の手順に従います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@hub# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

user@hub# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

user@hub# set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@hub# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

user@hub# set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.11

user@hub# set routing-options static route 192.168.178.0/24 next-hop 10.11.11.12
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3. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit ]

user@hub# set security zones security-zone untrust

4. untrust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@hub# set interfaces ge-0/0/3.0

5. untrust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@hub# set host-inbound-traffic system-services ike

6. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@hub# edit security zones security-zone trust

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@hub# set interfaces ge-0/0/0.0

8. trust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@hub# set host-inbound-traffic system-services all

9. アドレス帳を作成し、ゾーンを関連付けます。

[edit security address-book book1]

user@hub# set address local-net 10.10.10.0/24

user@hub# set attach zone trust

10. vpn セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@hub# edit security zones security-zone vpn

11. vpn セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone vpn]

user@hub# set interfaces st0.0

12. 別のアドレス帳を作成し、ゾーンを関連付けます。

[edit security address-book book2]

user@hub# set address sunnyvale-net 192.168.168.0/24

user@hub# set address westford-net 192.168.178.0/24

user@hub# set attach zone vpn

結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、show security zones、および show

security address-book コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っ

ていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@hub# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {
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address 10.10.10.1/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.2/30

}

}

}

st0{

unit 0 {

family inet {

address 10.11.11.10/24

}

}

}

[edit]

user@hub# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.11;

route 192.168.178.0/24 next-hop 10.11.11.12;

}

[edit]

user@hub# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone vpn {

host-inbound-traffic {

}

interfaces {

st0.0;

}

}

[edit]
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user@hub# show security address-book

book1 {

address local-net 10.10.10.0/24;

attach {

zone trust;

}

}

book2 {

address sunnyvale-net 192.168.168.0/24;

address westford-net 192.168.178.0/24;

attach {

zone vpn;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ハブの IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ike-phase1-policy mode main

set security ike policy ike-phase1-policy proposals ike-phase1-proposal

set security ike policy ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

set security ike gateway gw-westford external-interface ge-0/0/3.0

set security ike gateway gw-westford ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-westford address 3.3.3.2

set security ike gateway gw-sunnyvale external-interface ge-0/0/3.0

set security ike gateway gw-sunnyvale ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-sunnyvale address 2.2.2.2

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ハブの IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@hub# set proposal ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@hub# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@hub# set dh-group group2
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4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@hub# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@hub# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@hub# set policy ike-phase1-policy

7. IKE フェーズ 1 ポリシーのモードを設定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@hub# set mode main

8. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@hub# set proposals ike-phase1-proposal

9. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@hub# set pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@hub# set gateway gw-westford external-interface ge-0/0/3.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike]

user@hub# set gateway gw-westford ike-policy ike-phase1-policy

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイのアドレスを定義します。

[edit security ike]

user@hub# set gateway gw-westford address 3.3.3.2

13. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@hub# set gateway gw-sunnyvale external-interface ge-0/0/3.0

14. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway]

user@hub# set gateway gw-sunnyvale ike-policy ike-phase1-policy

15. IKE フェーズ 1 ゲートウェイのアドレスを定義します。

[edit security ike gateway]

user@hub# set gateway gw-sunnyvale address 2.2.2.2

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]
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user@hub# show security ike

proposal ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ike-phase1-policy {

mode main;

proposals ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$9VMTp1RvWLdwYKMJDkmF3ylKM87Vb2oZjws5F"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw-sunnyvale {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 2.2.2.2;

external-interface ge-0/0/3.0;

}

gateway gw-westford {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 3.3.3.2;

external-interface ge-0/0/3.0;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ハブの IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal protocol esp

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy proposals ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn vpn-westford ike gateway gw-westford

set security ipsec vpn vpn-westford ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

set security ipsec vpn vpn-westford bind-interface st0.0

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale ike gateway gw-sunnyvale

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale bind-interface st0.0

set interfaces st0 unit 0 multipoint

set interfaces st0 unit 0 family inet next-hop-tunnel 10.11.11.11 ipsec-vpn vpn-sunnyvale

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ハブの IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@hub# set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal
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2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@hub# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@hub# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@hub# set encryption-algorithm aes-128-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@hub# set policy ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@hub# set proposals ipsec-phase2-proposal

7. IPsec フェーズ 2 PFS が、Diffie-Hellman グループ 2 を使用するように指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@hub# set vpn vpn-westford ike gateway gw-westford

user@hub# set vpn vpn-sunnyvale ike gateway gw-sunnyvale

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@hub# set vpn vpn-westford ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

user@hub# set vpn vpn-sunnyvale ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

10. バインドするインターフェースを指定します。

[edit security ipsec]

user@hub# set vpn vpn-westford bind-interface st0.0

user@hub# set vpn vpn-sunnyvale bind-interface st0.0

11. マルチポイントとして st0 インターフェースを構成します。

[edit]

user@hub# set interfaces st0 unit 0 multipoint

12. サニーベール支社とウェストフォード支社用に、静的 NHTB テーブル エントリを追加し

ます。

[edit]

user@hub# set interfaces st0 unit 0 family inet next-hop-tunnel 10.11.11.11 ipsec-vpn

vpn-sunnyvale

user@hub# set interfaces st0 unit 0 family inet next-hop-tunnel 10.11.11.12 ipsec-vpn

vpn-westford
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結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@hub# show security ipsec

proposal ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipsec-phase2-proposal;

}

vpn vpn-sunnyvale {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway gw-sunnyvale;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

vpn vpn-westford {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway gw-westford;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ハブのセキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes match

source-address local-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes match

destination-address sunnyvale-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes match

destination-address westford-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes match application

any

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes then permit

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local match

source-address sunnyvale-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local match

source-address westford-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local match

destination-address local-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local match application

any
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set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local then permit

set security policies from-zone vpn to-zone vpn policy spoke-to-spoke match source-address

any

set security policies from-zone vpn to-zone vpn policy spoke-to-spoke match

destination-address any

set security policies from-zone vpn to-zone vpn policy spoke-to-spoke match application

any

set security policies from-zone vpn to-zone vpn policy spoke-to-spoke then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ハブのセキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. trust ゾーンから vpn ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone vpn]

user@hub# set policy local-to-spokes match source-address local-net

user@hub# set policy local-to-spokes match destination-address sunnyvale-net

user@hub# set policy local-to-spokes match destination-address westford-net

user@hub# set policy local-to-spokes match application any

user@hub# set policy local-to-spokes then permit

2. vpn ゾーンから trust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

作成します。

[edit security policies from-zone vpn to-zone trust]

user@hub# set policy spokes-to-local match source-address sunnyvale-net

user@hub# set policy spokes-to-local match source-address westford-net

user@hub# set policy spokes-to-local match destination-address local-net

user@hub# set policy spokes-to-local match application any

user@hub# set policy spokes-to-local then permit

3. イントラゾーン トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを作成します。

[edit security policies from-zone vpn to-zone vpn]

user@hub# set policy spoke-to-spoke match source-address any

user@hub# set policy spoke-to-spoke match destination-address any

user@hub# set policy spoke-to-spoke match application any

user@hub# set policy spoke-to-spoke then permit

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@hub# show security policies

from-zone trust to-zone vpn {

policy local-to-spokes {

match {

source-address local-net;

destination-address [ sunnyvale-net westford-net ];

application any;

}

then {
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permit;

}

}

}

from-zone vpn to-zone trust {

policy spokes-to-local {

match {

source-address [ sunnyvale-net westford-net ];

destination-address local-net;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone vpn to-zone vpn {

policy spoke-to-spoke {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ハブの TCP-MSS の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルで貼り付けます。

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 ハブの TCP-MSS 情報を構成するには、以下の手順に従います。

1. TCP-MSS 情報を構成します。

[edit]

user@hub# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

結果 構成モードで、show security flow コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@hub# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}
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}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ウェストフォード スポークの基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の
各情報の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 3.3.3.2/30

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 192.168.178.1/24

set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.12/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 3.1.1.1

set routing-options static route 10.10.10.0/24 next-hop 10.11.11.10

set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.10

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/3.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone vpn interfaces st0.0

set security address-book book1 address local-net 192.168.178.0/24

set security address-book book1 attach zone trust

set security address-book book2 address corp-net 10.10.10.0/24

set security address-book book2 address sunnyvale-net 192.168.168.0/24

set security address-book book2 attach zone vpn

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ウェストフォード スポークの基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の

各情報を構成するには、以下の手順に従います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@spoke# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 3.3.3.2/30

user@spoke# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 192.168.178.1/24

user@spoke# set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.12/24

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@spoke# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 3.1.1.1

user@spoke# set routing-options static route 10.10.10.0/24 next-hop 10.11.11.10

user@spoke# set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.10

3. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@spoke# set security zones security-zone untrust

4. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@spoke# set interfaces ge-0/0/0.0

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.598

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/swconfig-cli/swconfig-cli.pdf


5. untrust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@spoke# set host-inbound-traffic system-services ike

6. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@spoke# edit security zones security-zone trust

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@spoke# set interfaces ge-0/0/3.0

8. trust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@spoke# set host-inbound-traffic system-services all

9. vpn セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@spoke# edit security zones security-zone vpn

10. vpn セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone vpn]

user@spoke# set interfaces st0.0

11. アドレス帳を作成し、ゾーンを関連付けます。

[edit security address-book book1]

user@spoke# set address local-net 192.168.178.0/24

user@spoke# set attach zone trust

12. 別のアドレス帳を作成し、ゾーンを関連付けます。

[edit security address-book book2]

user@spoke# set address corp-net 10.10.10.0/24

user@spoke# set address sunnyvale-net 192.168.168.0/24

user@spoke# set attach zone vpn

結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、show security zones、および show

security address-book コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っ

ていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@spoke# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 3.3.3.2/30;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.178.1/24;

}
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}

}

st0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.11.11.10/24;

}

}

}

[edit]

user@spoke# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.11;

route 10.10.10.0/24 next-hop 10.11.11.10;

}

[edit]

user@spoke# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

security-zone vpn {

interfaces {

st0.0;

}

}

[edit]

user@spoke# show security address-book

book1 {

address corp-net 10.10.10.0/24;

attach {

zone trust;

}

}

book2 {

address local-net 192.168.178.0/24;

address sunnyvale-net 192.168.168.0/24;

attach {
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zone vpn;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ウェストフォード スポークの IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ike-phase1-policy mode main

set security ike policy ike-phase1-policy proposals ike-phase1-proposal

set security ike policy ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

set security ike gateway gw-corporate external-interface ge-0/0/0.0

set security ike gateway gw-corporate ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-corporate address 1.1.1.2

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ウェストフォード スポークの IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@spoke# set proposal ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@spoke# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@spoke# set dh-group group2

4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@spoke# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@spoke# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@spoke# set policy ike-phase1-policy

7. IKE フェーズ 1 ポリシーのモードを設定します。
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[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@spoke# set mode main

8. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@spoke# set proposals ike-phase1-proposal

9. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@spoke# set pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@spoke# set gateway gw-corporate external-interface ge-0/0/0.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike]

user@spoke# set gateway gw-corporate ike-policy ike-phase1-policy

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイのアドレスを定義します。

[edit security ike]

user@spoke# set gateway gw-corporate address 1.1.1.2

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@spoke# show security ike

proposal ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ike-phase1-policy {

mode main;

proposals ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$9VMTp1RvWLdwYKMJDkmF3ylKM87Vb2oZjws5F"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw-corporate {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 1.1.1.2;

external-interface ge-0/0/0.0;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ウェストフォード スポークの IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal protocol esp
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set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy proposals ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn vpn-corporate ike gateway gw-corporate

set security ipsec vpn vpn-corporate ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

set security ipsec vpn vpn-corporate bind-interface st0.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ウェストフォード スポークの IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@spoke# set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@spoke# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@spoke# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@spoke# set encryption-algorithm aes-128-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@spoke# set policy ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@spoke# set proposals ipsec-phase2-proposal

7. IPsec フェーズ 2 PFS が、Diffie-Hellman グループ 2 を使用するように指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@spoke# set vpn vpn-corporate ike gateway gw-corporate

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@spoke# set vpn vpn-corporate ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

10. バインドするインターフェースを指定します。

[edit security ipsec]

user@spoke# set vpn vpn-corporate bind-interface st0.0
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結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@spoke# show security ipsec

proposal ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipsec-phase2-proposal;

}

vpn vpn-corporate {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway gw-corporate;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ウェストフォード スポークのセキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate match source-address

local-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate match

destination-address corp-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate match

destination-address sunnyvale-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate application any

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate then permit

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate match source-address

corp-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate match source-address

sunnyvale-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate match

destination-address local-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate application any

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate then permit
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ウェストフォード スポークのセキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. trust ゾーンから vpn ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone vpn]

user@spoke# set policy to-corp match source-address local-net

user@spoke# set policy to-corp match destination-address corp-net

user@spoke# set policy to-corp match destination-address sunnyvale-net

user@spoke# set policy to-corp match application any

user@spoke# set policy to-corp then permit

2. vpn ゾーンから trust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

作成します。

[edit security policies from-zone vpn to-zone trust]

user@spoke# set policy spokes-to-local match source-address corp-net

user@spoke# set policy spokes-to-local match source-address sunnyvale-net

user@spoke# set policy spokes-to-local match destination-address local-net

user@spoke# set policy spokes-to-local match application any

user@spoke# set policy spokes-to-local then permit

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@spoke# show security policies

from-zone trust to-zone vpn {

policy to-corp {

match {

source-address local-net;

destination-address [ sunnyvale-net westford-net ];

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone vpn to-zone trust {

policy spokes-to-local {

match {

source-address [ sunnyvale-net westford-net ];

destination-address local-net;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}
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デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ウェストフォード スポークの TCP-MSS の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルで貼り付けます。

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 ウェストフォード スポークの TCP-MSS を構成するには、以下の手順に従います。

1. TCP-MSS 情報を構成します。

[edit]

user@spoke# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

結果 構成モードで、show security flow コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@spoke# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

サニーベール スポークの構成

CLI 簡単構成 この例では、サニーベール スポークの SSG シリーズ デバイスを使用します。 参考として、

SSG シリーズ デバイスの構成について説明します。 SSG シリーズ デバイスの構成について

は、http://www.juniper.net/techpubs の「Concepts and Examples ScreenOS Reference Guide」

を参照してください。

この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI で貼り付けます。

set zone name "VPN"

set interface ethernet0/6 zone "Trust"

set interface "tunnel.1" zone "VPN"

set interface ethernet0/6 ip 192.168.168.1/24

set interface ethernet0/6 route

set interface ethernet0/0 ip 2.2.2.2/30

set interface ethernet0/0 route

set interface tunnel.1 ip 10.11.11.11/24

set flow tcp-mss 1350

set address "Trust" "sunnyvale-net" 192.168.168.0 255.255.255.0

set address "VPN" "corp-net" 10.10.10.0 255.255.255.0

set address "VPN" "westford-net" 192.168.178.0 255.255.255.0

set ike gateway "corp-ike" address 1.1.1.2 Main outgoing-interface ethernet0/0 preshare

"395psksecr3t" sec-level standard
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set vpn corp-vpn monitor optimized rekey

set vpn "corp-vpn" bind interface tunnel.1

set vpn "corp-vpn" gateway "corp-ike" replay tunnel idletime 0 sec-level standard

set policy id 1 from "Trust" to "Untrust" "ANY" "ANY" "ANY" nat src permit

set policy id 2 from "Trust" to "VPN" "sunnyvale-net" "corp-net" "ANY" permit

set policy id 2

exit

set dst-address "westford-net"

exit

set policy id 3 from "VPN" to "Trust" "corp-net" "sunnyvale-net" "ANY" permit

set policy id 3

set src-address "westford-net"

exit

set route 10.10.10.0/24 interface tunnel.1

set route 192.168.178.0/24 interface tunnel.1

set route 0.0.0.0/0 interface ethernet0/0 gateway 2.2.2.1

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの確認 607ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの確認 609ページ

• ネクストホップ トンネルのバインディングの確認 610ページ

• リモート ピア ローカル LAN の静的ルートの確認 611ページ

• IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの確認 611ページ

• VPN でのトラフィック フローのテスト 612ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 注: 認証プロセスを始める前に、トンネル確立のため、10.10.10/24 ネットワーク

上のホストから、192.168.168/24 ネットワークおよび 192.168.178/24 ネットワー

ク上のホストにトラフィックを送信する必要があります。 ルートベースVPN では、

トンネルを介して SRX シリーズ デバイスからトラフィックを開始することができ

ます。 IPsec トンネルをテストする場合は、VPN の一端にあるデバイスから VPN

のもう一端にある別のデバイスにテスト トラフィックを送ることを推奨します。

たとえば、10.10.10.10 から 192.168.168.10 に ping を送ります。

動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。 コマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@hub> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

6 3.3.3.2 UP 94906ae2263bbd8e 1c35e4c3fc54d6d3 Main

7 2.2.2.2 UP 7e7a1c0367dfe73c f284221c656a5fbc Main
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user@hub> show security ike security-associations index 6 detail

IKE peer 3.3.3.2, Index 6,

Role: Responder, State: UP

Initiator cookie: 94906ae2263bbd8e,, Responder cookie: 1c35e4c3fc54d6d3

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 1.1.1.2:500, Remote: 3.3.3.2:500

Lifetime: Expires in 3571 seconds

Algorithms:

Authentication : sha1

Encryption : aes-cbc (128 bits)

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 1128

Output bytes : 988

Input packets : 6

Output packets : 5

Flags: Caller notification sent

IPSec security associations: 1 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 1

Negotiation type: Quick mode, Role: Responder, Message ID: 1350777248

Local: 1.1.1.2:500, Remote: 3.3.3.2:500

Local identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Remote identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Flags: Caller notification sent, Waiting for done

意味 show security ike security-associations コマンドを入力すると、すべてのアクティブな IKE

フェーズ 1 SA が一覧表示されます。 SA が 1 つも表示されなかった場合は、フェーズ 1 の

確立に問題があったことを表します。 IKE ポリシー パラメータと外部インターフェースの設

定を確認してください。

SA が一覧表示されたら、以下の情報を確認します。

• インデックス — 各 IKE SA に固有の値で、SA に関する詳細情報を取得するために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス — リモート IP アドレスが正しいことを確認します。

• 状態

• UP — フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN — フェーズ 1 SA の確立に問題が発生しています。

• モード — 正しいモードが使用されていることを確認します。

構成内の以下の情報が正しいことを確認します。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません）

• IKE ポリシー パラメータ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で一致している必要があります）

show security ike security-associations index 1 detail コマンドにより、インデックス番号

「1」のセキュリティ アソシエーションに関する以下の追加情報が一覧表示されます。
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• 使用されている認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の有効期限

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます）

• 開始側および受信側のロール情報

注: トラブルシューティングは、受信側のロールを使用するピア上で実行すると

うまく動作します。

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中のフェーズ 2 ネゴシエーションの数

IPsec フェーズ 2 ステータスの確認

目的 IPsec フェーズ 2 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。 コマンド

からインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@hub> show security ipsec security-associations

total configured sa: 4

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 b2fc36f8 3364/ unlim - 0

>16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 5d73929e 3364/ unlim - 0

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<16385 3.3.3.2 500 ESP:3des/sha1 70f789c6 28756/unlim - 0

>16385 3.3.3.2 500 ESP:3des/sha1 80f4126d 28756/unlim - 0

user@hub> show security ipsec security-associations index 16385 detail

Virtual-system: Root

Local Gateway: 1.1.1.2, Remote Gateway: 3.3.3.2

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/24)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

DF-bit: clear

Direction: inbound, SPI: 1895270854, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 28729 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 28136 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

Direction: outbound, SPI: 2163479149, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 28729 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 28136 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32
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意味 show security ipsec security-associations コマンドの出力には、以下の情報が一覧表示されま

す。

• ID 番号は 16385 です。 この値を show security ipsec security-associations index コマン

ドで使用して、特定のSA に関する詳細情報を取得します。

• ポート 500 を使用する 1 組の IPsec SA ペアが存在します。これは、NAT 通過（NAT-T）が

実装されていないことを意味します （NAT 通過は、ポート4500 または無作為の数字の大き

いポートを使用します）。

• 両方向について、SPI、有効期限（秒単位）、および使用制限（または KB 単位でのライフサ

イズ）が表示されます。 28756/ unlim 値は、フェーズ 2 の有効期限が 28756 秒で終わり、

ライフサイズが指定されていない、つまり制限がないことを示します。 VPN が確立される

と、フェーズ 2 はフェーズ 1 に依存しなくなるため、フェーズ 2 の有効期限はフェーズ 1

の有効期限とは異なる場合があります。

• VPN 監視は、Mon 列のハイフンで示されているように、この SA では有効化されていません。

VPN 監視が有効化されている場合、U は監視が up であることを示し、D は監視が down で

あることを示します。

• 仮想システム（vsys）はルート システムで、常に 0 が表示されます。

show security ipsec security-associations index 16385 detail コマンドの出力には、以下の情

報が一覧表示されます。

• ローカル ID とリモート ID は、SA のプロキシ ID を構成します。

フェーズ 2 が失敗する原因としては、プロキシ ID の不一致が最もよく見られます。 IPsec

SA が 1 つも表示されない場合は、フェーズ 2 プロポーザル（プロキシ ID の設定を含む）

が、どちらのピアについても正しいかどうかを確認してください。 ルートベース VPN では、

デフォルトのプロキシ ID は local=0.0.0.0/0、remote=0.0.0.0/0、service=any です。 同

一のピア IP から複数のルートベース VPN を使用すると、問題が発生する場合があります。

この場合、各 IPsec SA に対して一意のプロキシ ID を指定する必要があります。 サード

パーティ ベンダーによっては、照合するプロキシ ID を手動で入力する必要があります。

• フェーズ 2 が失敗するその他の理由として、ST インターフェースのバインディングを指定

していないことが挙げられます。 IPsec が完了できない場合は、kmd ログをチェックする

か、traceoptions を設定します。

ネクストホップ トンネルのバインディングの確認

目的 すべてのピアのフェーズ 2 が完了したら、ネクストホップ トンネルのバインディングを確認

します。

アクション 動作モードで、show security ipsec next-hop-tunnels コマンドを入力します。

user@hub> show security ipsec next-hop-tunnels

Next-hop gateway interface IPSec VPN name Flag

10.11.11.11 st0.0 sunnyvale-vpn Static

10.11.11.12 st0.0 westford-vpn Auto

意味 ネクストホップ ゲートウェイは、すべてのリモート スポーク ピアの st0 インターフェース

の IP アドレスです。 ネクストホップは、適切な IPsec VPN 名と関連付けられている必要が
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あります。 NHTB エントリが存在しない場合、ハブ デバイスは、どの IPsec VPN がどのネク

ストホップと関連付けられているかを区別することができません。

Flag フィールドには、以下の値のいずれかが入ります。

• Static — NHTB は、st0.0 インターフェースの構成時に手動で設定されています。これは、

ピアが SRX シリーズ デバイスでない場合に必要です。

• Auto — NHTB は構成されていませんが、エントリは、2 つの SRX シリーズ デバイス間での

フェーズ 2 ネゴシエーション時に NHTB テーブルに自動的に入力されます。

この例では、どのスポーク サイトにも NHTB テーブルがありません。 スポーク側から見ると、

st0 インターフェースは、IPsec VPN バインディングが 1 つだけあるポイントツーポイント

リンクのままです。

リモート ピア ローカル LAN の静的ルートの確認

目的 静的ルートが、スポーク ピアの st0 IP アドレスを参照していることを確認します。

アクション 動作モードで、show route コマンドを入力します。

user@hub> show route 192.168.168.10

inet.0: 9 destinations, 9 routes (9 active, 0 holddown, 0 hidden)

+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

192.168.168.0/24 *[Static/5] 00:08:33

> to 10.11.11.11 via st0.0

user@hub> show route 192.168.178.10

inet.0: 9 destinations, 9 routes (9 active, 0 holddown, 0 hidden)

+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

192.168.178.0/24 *[Static/5] 00:04:04

> to 10.11.11.12 via st0.0

ネクストホップは、リモート ピアの st0 IP アドレスです。どちらのルートも、出力インター

フェースとして st0.0 を参照しています。

IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの確認

目的 IPsec セキュリティ アソシエーションの ESP および認証ヘッダー カウンタとエラーを確認し

ます。

アクション 動作モードで、show security ipsec statistics index コマンドを入力します。

user@hub> show security ipsec statistics index 16385

ESP Statistics:

Encrypted bytes: 920

Decrypted bytes: 6208

Encrypted packets: 5

Decrypted packets: 87

AH Statistics:

Input bytes: 0

Output bytes: 0

Input packets: 0

Output packets: 0

Errors:
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AH authentication failures: 0, Replay errors: 0

ESP authentication failures: 0, ESP decryption failures: 0

Bad headers: 0, Bad trailers: 0

また、show security ipsec statistics コマンドを使用して、すべての SA の統計とエラーを確

認することもできます。

すべての IPsec 統計をクリアするには、clear security ipsec statistics コマンドを使用しま

す。

意味 パケット ロスの問題が VPN で発生している場合は、show security ipsec statistics または

show security ipsec statistics detail コマンドを複数回実行して、暗号化および復号化パケッ

トのカウンタが増加していることを確認することができます。 また、他のエラー カウンタが

増加しているかどうかをチェックする必要もあります。

VPN でのトラフィック フローのテスト

目的 VPN でのトラフィック フローを確認します。

アクション SRX シリーズ デバイスから ping コマンドを使用すると、リモート ホスト PC へのトラフィッ

ク フローをテストすることができます。 ルート ルックアップが適切で、ポリシー ルックアッ

プの際に適切なセキュリティ ゾーンが参照されるように、ソース インターフェースを指定し

てください。

動作モードで、ping コマンドを入力します。

user@hub> ping 192.168.168.10 interface ge-0/0/0 count 5

PING 192.168.168.10 (192.168.168.10): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=0 ttl=127 time=8.287 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=1 ttl=127 time=4.119 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=2 ttl=127 time=5.399 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=3 ttl=127 time=4.361 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=4 ttl=127 time=5.137 ms

--- 192.168.168.10 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 4.119/5.461/8.287/1.490 ms

また、SSG シリーズ デバイスから ping コマンドを使用することもできます。

user@hub> ping 10.10.10.10 from ethernet0/6

Type escape sequence to abort

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 1 seconds from ethernet0/6

!!!!!

Success Rate is 100 percent (5/5), round-trip time min/avg/max=4/4/5 ms

ssg-> ping 192.168.178.10 from ethernet0/6

Type escape sequence to abort

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.178.10, timeout is 1 seconds from

ethernet0/6

!!!!!

Success Rate is 100 percent (5/5), round-trip time min/avg/max=8/8/10 ms

意味 SRX シリーズまたは SSG シリーズのデバイスからの ping コマンドが失敗する場合は、ルー

ティング、セキュリティ ポリシー、エンド ホスト、または ESP パケットの暗号化と復号化に

問題がある可能性があります。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 580ページのハブアンドスポーク方式 VPN について

• 526ページの例: ルートベース VPN の構成

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成

NAT 通過

• NAT-T について 613ページ

• 例: NAT デバイスの背後に受信側が 1 つだけ存在するルートベース VPN の構成 614ページ

• 例: NAT デバイスの背後に開始側と受信側が両方とも存在するポリシーベース VPN の構

成 638ページ

NAT-T について

ネットワーク アドレス変換通過（NAT-T）は、IPsec によって保護されているデータがアドレ

ス変換のために NAT デバイスを通過するときに発生する IP アドレス変換の問題に対処する方

法です。 NAT の機能として IP アドレス指定に加えられるすべての変更は、IKE がパケットを

破棄する原因となります。 フェーズ 1 交換中にデータ パスで 1 つまたは複数の NAT デバイ

スが検出されると、NAT-T は、アドレス変換後にパケットが破棄されないように、ユーザー

データグラム プロトコル（UDP）のカプセル化のレイヤーを IPsec パケットに追加します。

ルートベース、ポリシーベース、およびハブアンドスポーク方式のトポロジなど、NAT デバイ

スが VPN データ パスに沿って配置されている場合、Junos OS は NAT-T の 1 対 1 の IP ア

ドレス指定（静的 NAT）を実装します。 NAT デバイスの位置は、以下のようになります。

• 開始側だけが NAT デバイスの背後に配置されている。

• 開始側が複数の NAT デバイスを通じて受信側に接続する。

• 開始側が個別の NAT デバイスの背後に配置されている。

• 受信側だけが NAT デバイスの背後に配置されている。

• 開始側と受信側の両方が、NAT デバイスの背後に配置されている。

NAT-T の構成例は、受信側だけが NAT デバイスの背後に配置されているトポロジの場合、およ

び開始側と受信側の両方が NAT デバイスの背後に配置されているトポロジの場合について提供

されています。 NAT-T のサイト間 IKE ゲートウェイ構成は、開始側と受信側の両方でサポー

トされています。 リモートの IKE ID は、IKE トンネル ネゴシエーション時に、ピアのロー

カル IKE ID を検証する目的で使用されます。 開始側と受信側の両方で、local-identity およ

び remote-identity 設定が必要です。

すべての VPN トポロジでは、以下のハードウェアを使用します。

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイ

• J シリーズ サービス ルーター
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注: SRX シリーズ ハードウェアが受信側として使用されている場合、現行の

Junos OS リリースにアップグレードするには、まず受信側をアップグレードし、

開始側をアップグレードする前に local-identity を構成する必要があります。

このアプローチは、IP アドレスではなく ID タイプが使用されている動的エンド

ポイント（DEP）のシナリオで必要になります。 最初に受信側をアップグレード

していない場合に、NAT デバイスを SRX シリーズの受信側の前に追加する場合

は、remote-identity が受信側のプライベート IP アドレスになるように開始側

ハードウェアを構成する必要があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 614ページの例: NAT デバイスの背後に受信側が 1 つだけ存在するルートベース VPN の構成

• 638ページの例: NAT デバイスの背後に開始側と受信側が両方とも存在するポリシーベース

VPN の構成

例: NAT デバイスの背後に受信側が 1 つだけ存在するルートベース VPN の構成

この例では、支社と本社の間での安全なデータ転送を実現するために、NAT デバイスの背後に

受信側が存在するルートベース VPN を構成する方法を示します。

• 要件 614ページ

• 概要 614ページ

• 構成 619ページ

• 確認 632ページ

要件

始める前に、505ページの「「VPN の概要」」を参照してください。

概要

この例では、イリノイ州シカゴの支店について、トンネル リソースは節約し、VPN トラフィッ

クについては細かい制約を付けるため、ルートベースの VPN を構成します。 シカゴ支社のユー

ザーは、VPN を使ってカリフォルニア州サニーベールの本社に接続します。

615ページの図56 は、NAT デバイスの背後に受信側だけが存在するルートベース VPN のトポロ

ジの例を示したものです。
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図 56: NAT デバイスの背後に受信側だけが存在するルートベース VPN トポロジ
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この例では、開始側と受信側の両方について、インターフェース、ルーティング オプション、

およびセキュリティ ゾーンを構成します。 次に、IKE フェーズ 1、IPsec フェーズ 2、およ

びセキュリティ ポリシーを構成します。 上記の例では、受信側のプライベート’ IP アドレ

ス 71.1.1.2 が NAT デバイスによって隠されており、パブリック IP アドレス 1.0.0.2 にマッ

ピングされていることに注意してください。

この例の開始側で使用する具体的な構成パラメータについては、表 1 ～表 4 を参照してくだ

さい。

表62: 開始側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーン

構成パラメータ名前機能

1.0.0.1/24ge-0/0/1インターフェース

33.1.1.1/24ge-0/0/3

31.1.1.2/24st0（トンネル インターフェース）

ネクスト ホップは 31.1.1.1 です。32.1.1.0/24（デフォルト ルート）静的ルート

ネクスト ホップは 1.0.0.2 です。1.1.1.1/32

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• ge-0/0/1.0 および st0.1 インターフェー

スは、このゾーンにバインドされていま

す。

untrustセキュリティ ゾーン

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• ge-0/3.0/0.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

trust

表63: 開始側の IKE フェーズ 1 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ: group2

• 認証アルゴリズム: sha1

• 暗号化アルゴリズム: 3des-cbc

ike_propプロポーザル

• モード: main

• プロポーザル参照: ike_prop

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法: pre-shared-key ascii-text

ike_polポリシー
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表63: 開始側の IKE フェーズ 1 構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• IKE ポリシー参照: ike_pol

• 外部インターフェース: ge-0/0/1.0

• ゲートウェイ アドレス: 1.1.1.1

• ローカル ピア（開始側）: branch_natt1@juniper.net

• リモート ピア（受信側）: responder_natt1@juniper.net

gw1ゲートウェイ

表64: 開始側の IPsec フェーズ 2 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム: 3des-cbc

ipsec_propプロポーザル

• プロポーザル参照: ipsec_propipsec_polポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: gw1

• IPsec ポリシー参照: ipsec_pol

• バインド先インターフェース: st0.1

• トンネルをただちに確立

vpn1VPN

表65: 開始側のセキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

すべてのセキュリティ ポリシーが許可されま

す。

ipsec_polこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust

ゾーンへのトラフィックを許可します。

この例の受信側で使用する具体的な構成パラメータについては、表 5 ～表 8 を参照してくだ

さい。

表66: 受信側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーン

構成パラメータ名前機能

71.1.1.1/8ge-0/0/2インターフェース

32.1.1.1/24ge-0/0/3

31.1.1.1/24st0（トンネル インターフェース）

ネクスト ホップは 71.1.1.2 です。1.0.0.0/8（デフォルト ルート）静的ルート

ネクスト ホップは 31.1.1.2 です。33.1.1.0/24
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表66: 受信側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーン （続き）

構成パラメータ名前機能

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• ge-0/0/2.0 および st0.1 インターフェー

スは、このゾーンにバインドされていま

す。

untrustセキュリティ ゾーン

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

すべてのプロトコルが許可されます。

• ge-0/3.0/0.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

trust

表67: 受信側の IKE フェーズ 1 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ: group2

• 認証アルゴリズム: sha1

• 暗号化アルゴリズム: 3des-cbc

ike_propプロポーザル

• モード: main

• プロポーザル参照: ike_prop

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法: pre-shared-key ascii-text

ike_polポリシー

• IKE ポリシー参照: ike_pol

• 外部インターフェース: ge-0/0/2.0

• ゲートウェイ アドレス: 1.0.0.1

• ローカル ピア（受信側）: responder_natt1@juniper.net

• リモート ピア（開始側）: branch_natt1@juniper.net

gw1ゲートウェイ

表68: 受信側の IPsec フェーズ 2 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム: 3des-cbc

ipsec_propプロポーザル

• プロポーザル参照: ipsec_propipsec_polポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: gw1

• IPsec ポリシー参照: ipsec_pol

• バインド先インターフェース: st0.1

• トンネルをただちに確立

vpn1VPN
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表69: 受信側のセキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

すべてのセキュリティ ポリシーが許可されま

す。

ipsec_polこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust

ゾーンへのトラフィックを許可します。

構成

• 開始側のインターフェース、ルーティング オプション、セキュリティ ゾーン、およびセキュ

リティ ポリシーの構成 619ページ

• 開始側の IKE の構成 622ページ

• 開始側の IPsec の構成 624ページ

• 受信側のインターフェース、ルーティング オプション、セキュリティ ゾーン、およびセキュ

リティ ポリシーの構成 625ページ

• 受信側の IKE の構成 628ページ

• 受信側の IPsec の構成 630ページ

開始側のインターフェース、ルーティング オプション、セキュリティ ゾーン、およびセキュ
リティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.0.0.1/24

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 33.1.1.1/24

set interfaces st0 unit 1 family inet address 31.1.1.2/24

set routing-options static route 32.1.1.0/24 next-hop 31.1.1.1

set routing-options static route 1.1.1.1/32 next-hop 1.0.0.2

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone untrust interfaces st0.1

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/3.0

set security policies default-policy permit-all

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびセキュリティ ポリシーの各情

報を構成するには、以下の手順に従います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.0.0.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 33.1.1.1/24
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user@host# set interfaces st0 unit 1 family inet address 31.1.1.2/24

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 32.1.1.0/24 next-hop 31.1.1.1

user@host# set routing-options static route 1.1.1.1/32 next-hop 1.0.0.2

3. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit ]

user@host# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols

all

4. untrust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set interfaces st0.1

5. untrust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

6. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/3.0

8. trust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

9. サイト間トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを指定します。

[edit security policies]

user@host# set default-policy permit-all

結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、show security zones、および show

security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 目的の構成が出力に表示され

ない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 1.0.0.1/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {
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address 33.1.1.1/24;

}

}

}

st0 {

unit 1 {

family inet {

address 31.1.1.2/24

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 32.1.1.0/24 next-hop 31.1.1.1;

route 1.1.1.1/32 next-hop 1.0.0.2;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

st0.1;

ge-0/0/1.0;

}

}

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

[edit]

user@host# show security policies

default policy {

permit all;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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開始側の IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ike_prop authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike_prop dh-group group2

set security ike proposal ike_prop authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike_prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ike policy ike_pol mode main

set security ike policy ike_pol proposals ike_prop

set security ike policy ike_pol pre-shared-key ascii-text “juniper”

set security ike gateway gw1 ike-policy ike_pol

set security ike gateway gw1 address 1.1.1.1

set security ike gateway gw1 local-identity user-at-hostname branch_natt1@juniper.net

set security ike gateway gw1 remote-identity user-at-hostname responder_natt1@juniper.net

set security ike gateway gw1 external-interface ge-0/0/1.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ike_prop

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set dh-group group2

4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike_pol

7. IKE フェーズ 1 ポリシーのモードを設定します。

[edit security ike policy ike_pol]

user@host# set mode main
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8. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike_pol]

user@host# set proposals ike_prop

9. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike_pol]

user@host# set pre-shared-key ascii-text “juniper”

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set external-interface ge-0/0/1.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set ike-policy ike_pol

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイのアドレスを定義します。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set address 1.1.1.1

13. ローカル ピアの local-identity を設定します。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set local-identity user-at-hostname branch_natt1@juniper.net

14. 受信側の remote-identity を設定します。 これは、IKE ID になります。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set remote-identity user-at-hostname responder_natt1@juniper.net

15. 外部インターフェースを定義します。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set external-interface ge-0/0/1.0

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ike

proposal ike_prop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy ike_pol {

mode main;

proposals ike_prop;

pre-shared-key ascii-text “juniper”;

}

gateway gw1 {

ike-policy ike_poly;

address 1.1.1.1;

local-identity user-at-hostname branch_natt1@juniper.net;

remote-identity user-at-hostname responder_natt1@juniper.net;
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external-interface ge-0/0/1.0;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

開始側の IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipsec_prop protocol esp

set security ipsec proposal ipsec_prop authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec_prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ipsec policy ipsec_pol proposals ipsec_prop

set security ipsec vpn vpn1 bind-interface st0.1

set security ipsec vpn vpn1 ike gateway gw1

set security ipsec vpn vpn1 ike ipsec-policy ipsec_pol

set security ipsec vpn vpn1 establish-tunnels immediately

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@host# set security ipsec proposal ipsec_prop

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipsec_pol

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec_pol]

user@host# set proposals ipsec_prop

7. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn vpn1 ike gateway gw1
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8. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn vpn1 ike ipsec-policy ipsec_pol

9. バインドするインターフェースを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn vpn1 bind-interface st0.1

10. 検証パケットの送信を待機することなく、トンネルがただちに確立されるように指定しま

す。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn vpn1 establish-tunnels immediately

結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipsec_prop {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy ipsec_pol {

proposals ipsec_prop;

}

vpn vpn1 {

bind-interface st0.1;

ike {

gateway gw1;

ipsec-policy ipsec_pol;

}

establish-tunnels immediately;

}

proposals ipsec_prop;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

受信側のインターフェース、ルーティング オプション、セキュリティ ゾーン、およびセキュ
リティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 71.1.1.1/8

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 32.1.1.1/24

set interfaces st0 unit 1 family inet address 31.1.1.1/24

set routing-options static route 1.0.0.0/8 next-hop 71.1.1.2

set routing-options static route 33.1.1.0/24 next-hop 31.1.1.2

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols all
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set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/2.0

set security zones security-zone untrust interfaces st0.1

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/3.0

set security policies default-policy permit-all

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、ポリシー、およびゲートウェイを構成

するには、以下の手順に従います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 71.1.1.1/8

user@host# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 32.1.1.1/24

user@host# set interfaces st0 unit 1 family inet address 31.1.1.1/24

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 1.0.0.0/8 next-hop 71.1.1.2

user@host# set routing-options static route 33.1.1.0/24 next-hop 31.1.1.2

3. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit ]

user@host# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols

all

4. untrust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/2.0

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces st0.1

5. untrust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

6. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/3.0

8. trust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

9. サイト間トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを指定します。

[edit security policies]
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user@host# set default-policy permit-all

結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、show security zones、および show

security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合って

いない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 71.1.1.1/8;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 32.1.1.1/24;

}

}

}

st0 {

unit 1 {

family inet {

address 31.1.1.1/24

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 1.0.0.0/8 next-hop 71.1.1.2;

route 33.1.1.0/24 next-hop 31.1.1.2;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

st0.1;

}

}

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;
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}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

default policy {

permit all;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

受信側の IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ike_prop authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike_prop dh-group group2

set security ike proposal ike_prop authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike_prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ike policy ike_pol mode main

set security ike policy ike_pol proposals ike_prop

set security ike policy ike_pol pre-shared-key ascii-text juniper

set security ike gateway gw1 ike-policy ike_pol

set security ike gateway gw1 address 1.0.0.1

set security ike gateway gw1 local-identity user-at-hostname responder_natt1@juniper.net

set security ike gateway gw1 remote-identity user-at-hostname branch_natt1@juniper.net

set security ike gateway gw1 external-interface ge-0/0/2.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ike_prop

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set dh-group group2
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4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike_pol

7. IKE フェーズ 1 ポリシーのモードを設定します。

[edit security ike policy ike_pol]

user@host# set mode main

8. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike_pol]

user@host# set proposals ike_prop

9. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike_pol]

user@host# set pre-shared-key ascii-text “juniper”

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set external-interface ge-0/0/2.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set ike-policy ike_pol

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイのアドレスを定義します。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set address 1.0.0.1

13. 受信側の local-identity を設定します。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set local-identity user-at-hostname responder_natt1@juniper.net

14. 受信側の remote-identity を設定します。 これは、IKE ID になります。

[edit security ike gateway gw1]

user@host# set remote-identity user-at-hostname branch_natt1@juniper.net

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ike

proposal ike_prop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;
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authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy ike_pol {

mode main;

proposals ike_prop;

pre-shared-key ascii-text juniper;

}

gateway gw1 {

ike-policy ike_pol;

address 1.0.0.1;

local-identity user-at-hostname "responder_natt1@juniper.net";

remote-identity user-at-hostname "branch_natt1@juniper.net";

external-interface ge-0/0/2.0;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

受信側の IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipsec_prop protocol esp

set security ipsec proposal ipsec_prop authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec_prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ipsec policy ipsec_pol perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec policy ipsec_pol proposals ipsec_prop

set security ipsec vpn vpn1 bind-interface st0.1

set security ipsec vpn vpn1 ike gateway gw1

set security ipsec vpn vpn1 ike ipsec-policy ipsec_pol

set security ipsec vpn vpn1 establish-tunnels immediately

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@host# set security ipsec proposal ipsec_prop

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop ]

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.630

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/swconfig-cli/swconfig-cli.pdf


user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

5. IPsec フェーズ 2 が完全転送機密保持（PFS）を使用するように指定します。

[edit security ipsec policy ipsec_pol]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

6. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipsec_pol

7. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec_pol]

user@host# set proposals ipsec_prop

8. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set security ipsec vpn vpn1 ike gateway gw1

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn vpn1 ike ipsec-policy ipsec_pol

10. バインドするインターフェースを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn vpn1 bind-interface st0.1

11. 検証パケットの送信を待機することなく、トンネルがただちに確立されるように指定しま

す。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn vpn1 establish-tunnels immediately

結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipsec_prop {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy ipsec_pol {

proposals ipsec_prop

keys group2;

}

}

vpn vpn1 {

bind-interface st0.1;

ike {

gateway gw1;

ipsec-policy ipsec_pol;

}

establish-tunnels immediately;
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}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 開始側の IKE フェーズ 1 ステータスの確認 632ページ

• 開始側の IPsec セキュリティ アソシエーションの確認 634ページ

• 受信側の IKE フェーズ 1 ステータスの確認 635ページ

• 受信側の IPsec セキュリティ アソシエーションの確認 637ページ

開始側の IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 注: 確認プロセスを始める前に、33.1.1.0 ネットワーク上のホストから、32.1.1.0

ネットワーク上のホストにトラフィックを送信する必要があります。 ルートベース

VPN では、トンネルを介して SRX シリーズ デバイスからトラフィックを開始する

ことができます。 IPsec トンネルをテストする場合は、VPN の一端にあるデバイス

から VPN のもう一端にある別のデバイスにテスト トラフィックを送ることを推奨

します。 たとえば、33.1.1.2 から 32.1.1.2 に対して ping 操作を実行します。

動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。 コマンド

からインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index State Initiator cookie Responder cookie Mode Remote Address

106321 UP d31d6833108fd69f 9ddfe2ce133086aa Main 1.1.1.1

user@host> show security ike security-associations index 1 detail

IKE peer 1.1.1.1, Index

Initiator cookie: d31d6833108fd69f, Responder cookie: 9ddfe2ce133086aa

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 1.0.0.1:4500, Remote: 1.1.1.1:4500

Lifetime: Expires in 28785 seconds

Peer ike-id: responder_natt1@juniper.net

Xauth assigned IP: responder_natt1@juniper.net

Algorithms:

Authentication : hmac-sha1-96

Encryption : 3des-cbc

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 0

Output bytes : 0

Input packets: 0

Output packets: 0

Flags: IKE SA is created

IPSec security associations: 2 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 0
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Negotiation type: Quick mode, Role: Initiator, Message ID: 0

Local: 1.0.0.1:4500, Remote: 1.1.1.1:4500

Local identity: branch_natt1@juniper.net

Remote identity: responder_natt1@juniper.net

Flags: IKE SA is created

意味 show security ike security-associations コマンドを入力すると、すべてのアクティブな IKE

フェーズ 1 SA が一覧表示されます。 SA が 1 つも表示されなかった場合は、フェーズ 1 の

確立に問題があったことを表します。 IKE ポリシー パラメータと外部インターフェースの設

定を確認してください。

SA が一覧表示されたら、以下の情報を確認します。

• インデックス — 各 IKE SA に固有の値で、SA に関する詳細情報を取得するために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス — リモート IP アドレスが正しいことと、ピアツーピア通信に対してポー

ト 4500 が使用されていることを確認します。

• ロール開始側の状態

• UP — フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN — フェーズ 1 SA の確立に問題が発生しています。

• IPsec SA ペアの両方のピアが、ポート 4500 を使用しています。これは、NAT-T が実装さ

れていることを意味します （NAT-T は、ポート4500 または無作為の数字の大きいポート

を使用します）。

• ピア IKE ID — リモート アドレスが正しいことを確認します。

• ローカル ID およびリモート ID — これらのアドレスが正しいことを確認します。

• モード — 正しいモードが使用されていることを確認します。

構成内の以下の事項が正しいことを確認します。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません）

• IKE ポリシー パラメータ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で一致している必要があります）

show security ike security-associations コマンドを入力すると、セキュリティ アソシエー

ションに関する以下の追加情報が一覧表示されます。

• 使用されている認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の有効期限

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます）

• ロール情報
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注: トラブルシューティングは、受信側のロールを使用するピア上で実行すると

うまく動作します。

• 開始側および受信側の情報

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中のフェーズ 2 ネゴシエーションの数

開始側の IPsec セキュリティ アソシエーションの確認

目的 IPsec ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。 コマン

ドからインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

Total active tunnels: 1

ID Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys Port Gateway

<131073 ESP:3des/sha1 ac23df79 2532/ unlim - root 4500 1.1.1.1

>131073 ESP:3des/sha1 cbc9281a 2532/ unlim - root 4500 1.1.1.1

user@host> show security ipsec security-associations detail

Virtual-system: root

Local Gateway: 1.0.0.1, Remote Gateway: 1.1.1.1

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Version: IKEv1

DF-bit: clear

Direction: inbound, SPI: ac23df79, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3186 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2578 seconds

Mode: Tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: 3des-cbc

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

Direction: outbound, SPI: cbc9281a, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3186 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2578 seconds

Mode: Tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: 3des-cbc

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

意味 show security ipsec security-associations コマンドの出力には、以下の情報が一覧表示されま

す。
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• リモート ゲートウェイの NAT アドレスは 1.1.1.1 です。

• IPsec SA ペアの両方のピアが、ポート 4500 を使用しています。これは、NAT-T が実装され

ていることを意味します （NAT-T は、ポート4500 または無作為の数字の大きいポートを使

用します）。

• 両方向について、SPI、有効期限（秒単位）、および使用制限（または KB 単位でのライフサ

イズ）が表示されます。 2532/ unlim 値は、フェーズ 2 の有効期限が 2532 秒で終わり、

ライフサイズが指定されていない、つまり制限がないことを示します。 VPN が確立される

と、フェーズ 2 はフェーズ 1 に依存しなくなるため、フェーズ 2 の有効期限はフェーズ 1

の有効期限とは異なる場合があります。

• VPN 監視は、Mon 列のハイフンで示されているように、この SA では有効化されていません。

VPN 監視が有効化されている場合、U は監視が up であることを示し、D は監視が down で

あることを示します。

• 仮想システム（vsys）はルート システムで、常に 0 が表示されます。

受信側の IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。 コマンド

からインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index State Initiator cookie Responder cookie Mode Remote Address

5802591 UP d31d6833108fd69f 9ddfe2ce133086aa Main 1.0.0.1

user@host> show security ike security-associations index 1 detail

IKE peer 1.0.0.1, Index 5802591,

Role: Responder, State: UP

Initiator cookie: d31d6833108fd69f, Responder cookie: 9ddfe2ce133086aa

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 71.1.1.1:4500, Remote: 1.0.0.1:4500

Lifetime: Expires in 25704 seconds

Peer ike-id: branch_natt1@juniper.net

Xauth assigned IP: 0.0.0.0

Algorithms:

Authentication : hmac-sha1-96

Encryption : 3des-cbc

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 0

Output bytes : 0

Input packets: 0

Output packets: 0

Flags: IKE SA is created

IPSec security associations: 8 created, 2 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 0

Negotiation type: Quick mode, Role: Responder, Message ID: 0

Local: 71.1.1.1:4500, Remote: 1.0.0.1:4500

Local identity: responder_natt1@juniper.net

Remote identity: branch_natt1@juniper.net

Flags: IKE SA is created
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意味 show security ike security-associations コマンドを入力すると、すべてのアクティブな IKE

フェーズ 1 SA が一覧表示されます。 SA が 1 つも表示されなかった場合は、フェーズ 1 の

確立に問題があったことを表します。 IKE ポリシー パラメータと外部インターフェースの設

定を確認してください。

SA が一覧表示されたら、以下の情報を確認します。

• インデックス — 各 IKE SA に固有の値で、SA に関する詳細情報を取得するために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス — リモート IP アドレスが正しいことと、ピアツーピア通信に対してポー

ト 4500 が使用されていることを確認します。

• ロール受信側の状態

• UP — フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN — フェーズ 1 SA の確立に問題が発生しています。

• ピア IKE ID — アドレスが正しいことを確認します。

• ローカル ID およびリモート ID — これらのアドレスが正しいことを確認します。

• モード — 正しいモードが使用されていることを確認します。

構成内の以下の事項が正しいことを確認します。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません）

• IKE ポリシー パラメータ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で一致している必要があります）

show security ike security-associations コマンドを入力すると、セキュリティ アソシエー

ションに関する以下の追加情報が一覧表示されます。

• 使用されている認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の有効期限

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます）

• ロール情報

注: トラブルシューティングは、受信側のロールを使用するピア上で実行すると

うまく動作します。

• 開始側および受信側の情報
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• 作成された IPsec SA の数

• 進行中のフェーズ 2 ネゴシエーションの数

受信側の IPsec セキュリティ アソシエーションの確認

目的 IPsec ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。 コマン

ドからインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

Total active tunnels: 1

ID Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys Port Gateway

<131073 ESP:3des/sha1 a5224cd9 3571/ unlim - root 4500 1.0.0.1

>131073 ESP:3des/sha1 82a86a07 3571/ unlim - root 4500 1.0.0.1

user@host> show security ipsec security-associations detail

Virtual-system: root

Local Gateway: 71.1.1.1, Remote Gateway: 1.0.0.1

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Version: IKEv1

DF-bit: clear

Direction: inbound, SPI: a5224cd9, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3523 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2923 seconds

Mode: Tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: 3des-cbc

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

Direction: outbound, SPI: 82a86a07, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3523 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2923 seconds

Mode: Tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: 3des-cbc

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

意味 show security ipsec security-associations コマンドの出力には、以下の情報が一覧表示されま

す。

• リモート ゲートウェイの IP アドレスは 1.0.0.1 です。

• IPsec SA ペアの両方のピアが、ポート 4500 を使用しています。これは、NAT-T が実装され

ていることを意味します （NAT-T は、ポート4500 または無作為の数字の大きいポートを使

用します）。

• 両方向について、SPI、有効期限（秒単位）、および使用制限（または KB 単位でのライフサ

イズ）が表示されます。 3571/ unlim 値は、フェーズ 2 の有効期限が 3571 秒で終わり、

ライフサイズが指定されていない、つまり制限がないことを示します。 VPN が確立される

と、フェーズ 2 はフェーズ 1 に依存しなくなるため、フェーズ 2 の有効期限はフェーズ 1

の有効期限とは異なる場合があります。
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• VPN 監視は、Mon 列のハイフンで示されているように、この SA では有効化されていません。

VPN 監視が有効化されている場合、U は監視が up であることを示し、D は監視が down で

あることを示します。

• 仮想システム（vsys）はルート システムで、常に 0 が表示されます。

show security ipsec security-associations index index_iddetail コマンドの出力には、以下の

情報が一覧表示されます。

• ローカル ID とリモート ID は、SA のプロキシ ID を構成します。

フェーズ 2 が失敗する原因としては、プロキシ ID の不一致が最もよく見られます。 IPsec

SA が 1 つも表示されない場合は、フェーズ 2 プロポーザル（プロキシ ID の設定を含む）

が、どちらのピアについても正しいかどうかを確認してください。 ルートベース VPN では、

デフォルトのプロキシ ID は local=0.0.0.0/0、remote=0.0.0.0/0、service=any です。 同

一のピア IP から複数のルートベース VPN を使用すると、問題が発生する場合があります。

この場合、各 IPsec SA に対して一意のプロキシ ID を指定する必要があります。 サード

パーティ ベンダーによっては、照合するプロキシ ID を手動で入力する必要があります。

• フェーズ 2 が失敗するその他の理由として、ST インターフェースのバインディングを指定

していないことが挙げられます。 IPsec が完了できない場合は、kmd ログをチェックする

か、traceoptions を設定します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 613ページのNAT-T について

• 638ページの例: NAT デバイスの背後に開始側と受信側が両方とも存在するポリシーベース

VPN の構成

例: NAT デバイスの背後に開始側と受信側が両方とも存在するポリシーベース VPN の構成

この例では、支社と本社の間での安全なデータ転送を実現するために、NAT デバイスの背後に

開始側と受信側が両方とも存在するポリシーベース VPN を構成する方法を示します。

• 要件 638ページ

• 概要 638ページ

• 構成 644ページ

• 確認 659ページ

要件

始める前に、505ページの「「VPN の概要」」を参照してください。

概要

この例では、イリノイ州シカゴの支店について、トンネル リソースは節約し、VPN トラフィッ

クについては細かい制約を付けるため、ポリシーベースの VPN を構成します。 支社のユーザー

は、VPN を使ってカリフォルニア州サニーベールの本社に接続します。
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この例では、開始側と受信側の両方について、インターフェース、ルーティング オプション、

セキュリティ ゾーン、セキュリティ ポリシーを構成します。

640ページの図57 は、NAT デバイスの背後に開始側と受信側の両方が存在する VPN のトポロジ

の例を示したものです。
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図 57: NAT デバイスの背後に開始側と受信側が両方とも存在するポリシーベー
ス VPN トポロジの構成
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この例では、インターフェース、IPv4 デフォルト ルート、およびセキュリティ ゾーンを構成

します。 次に、IKE フェーズ 1（ローカルおよびリモート ピアを含む）、IPsec フェーズ 2、

およびセキュリティ ポリシーを構成します。 上記の例では、受信側のプライベート IP アド

レス 13.168.11.1 が NAT デバイスによって隠されており、パブリック IP アドレス 1.1.100.1

にマッピングされていることに注意してください。

この例の開始側で使用する具体的な構成パラメータについては、表 1 ～表 4 を参照してくだ

さい。

表70: 開始側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーン

構成パラメータ名前機能

12.168.99.100/24ge-0/0/1インターフェース

10.1.99.1/24ge-0/0/2

ネクスト ホップは 12.168.99.1 です。10.2.99.0/24（デフォルト ルート）静的ルート

ネクスト ホップは 12.168.99.1 です。13.168.11.0/24

12.168.99.11.1.100.0/24

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• ge-0/0/2.0 インターフェースは、このゾー

ンにバインドされています。

trustセキュリティ ゾーン

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• ge-0/0/1.0 インターフェースは、このゾー

ンにバインドされています。

untrust

表71: 開始側の IKE フェーズ 1 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ: group2

• 認証アルゴリズム: md5

• 暗号化アルゴリズム: 3des-cbc

ike_propプロポーザル

• モード: main

• プロポーザル参照: ike_prop

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法: pre-shared-key ascii-text

ike_polポリシー
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表71: 開始側の IKE フェーズ 1 構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• IKE ポリシー参照: ike_pol

• 外部インターフェース: ge-0/0/1.0

• ゲートウェイ アドレス: 1.1.100.23

• ローカル ピアは inet 11.11.11.11 です

• リモート ピアは inet 44.44.44.44 です

gateゲートウェイ

表72: 開始側の IPsec フェーズ 2 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-md5-96

• 暗号化アルゴリズム: 3des-cbc

ipsec_propプロポーザル

• プロポーザル参照: ipsec_prop

• 完全転送機密保持（PFS）: group1

ipsec_polポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: gate

• IPsec ポリシー参照: ipsec_pol

first_vpnVPN

表73: 開始側のセキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

• 一致基準:

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション: permit tunnel ipsec-vpn first_vpn

pol1このセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから

untrust ゾーンへのトンネル トラフィックを許可しま

す。

• 一致基準:

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション: permit tunnel ipsec-vpn first_vpn

pol1このセキュリティ ポリシーは、untrust ゾーンから

trust ゾーンへのトンネル トラフィックを許可します。

この例の受信側で使用する具体的な構成パラメータについては、表 5 ～表 8 を参照してくだ

さい。

表74: 受信側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーン

構成パラメータ名前機能

13.168.11.100/24ge-0/0/2インターフェース

10.2.99.1/24ge-0/0/3
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表74: 受信側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーン （続き）

構成パラメータ名前機能

ネクスト ホップは 13.168.11.1 です。10.1.99.0/24（デフォルト ルート）静的ルート

ネクスト ホップは 13.168.11.1 です。12.168.99.0/24

13.168.11.11.1.100.0/24

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• ge-0/3.0/0.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

trustセキュリティ ゾーン

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• ge-0/0/2.0 インターフェースは、このゾー

ンにバインドされています。

untrust

表75: 受信側の IKE フェーズ 1 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ: group2

• 認証アルゴリズム: md5

• 暗号化アルゴリズム: 3des-cbc

ike_propプロポーザル

• モード: main

• プロポーザル参照: ike_prop

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法: pre-shared-key ascii-text

ike_polポリシー

• IKE ポリシー参照: ike_pol

• 外部インターフェース: ge-0/0/2.0

• ゲートウェイ アドレス: 1.1.100.22

• 常にデッドピア検出を送信します

• ローカル ピアは inet 44.44.44.44 です

• リモート ピアは inet 11.11.11.11 です

gateゲートウェイ

表76: 受信側の IPsec フェーズ 2 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-md5-96

• 暗号化アルゴリズム: 3des-cbc

ipsec_propプロポーザル
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表76: 受信側の IPsec フェーズ 2 構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• プロポーザル参照: ipsec_prop

• 完全転送機密保持（PFS）: group1

ipsec_polポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: gate

• IPsec ポリシー参照: ipsec_pol

• トンネルをただちに確立

first_vpnVPN

表77: 受信側のセキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

• 一致基準:

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション: permit tunnel ipsec-vpn first_vpn

pol1このセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから

untrust ゾーンへのトンネル トラフィックを許可しま

す。

• 一致基準:

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション: permit tunnel ipsec-vpn first_vpn

pol1このセキュリティ ポリシーは、untrust ゾーンから

trust ゾーンへのトンネル トラフィックを許可します。

構成

• 開始側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーンの構

成 644ページ

• 開始側の IKE の構成 647ページ

• 開始側の IPsec の構成 649ページ

• 開始側のセキュリティ ポリシーの構成 650ページ

• 受信側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーンの構

成 651ページ

• 受信側の IKE の構成 654ページ

• 受信側の IPsec の構成 656ページ

• 受信側のセキュリティ ポリシーの構成 657ページ

開始側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーンの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 12.168.99.100/24
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set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.1.99.1/24

set routing-options static route 10.2.99.0/24 next-hop 12.168.99.1

set routing-options static route 13.168.11.0/24 next-hop 12.168.99.1

set routing-options static route 1.1.100.0/24 next-hop 12.168.99.1

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

インターフェース、静的ルート、およびセキュリティ ゾーンを構成するには、以下の手順に従

います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 12.168.99.100/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.1.99.1/24

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 10.2.99.0/24 next-hop 12.168.99.1

user@host# set routing-options static route 13.168.11.0/24 next-hop 12.168.99.1

3. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit ]

user@host# set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

4. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/2.0

5. trust セキュリティ ゾーンに対してシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

6. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic protocols all

7. untrust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0

8. untrust セキュリティ ゾーンに対してシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all
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結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、および show security zones コマンド

を入力して構成内容を確認します。目的の構成が出力に表示されない場合は、この例の手順を

繰り返して構成を修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 12.168.99.100/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.99.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 10.2.99.0/24 next-hop 12.168.99.1;

route 13.168.11.0/24 next-hop 12.168.99.1;

route 1.1.100.0/24 next-hop 12.168.99.1;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols{

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0.;

}

}

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.646

Junos OS セキュリティ構成ガイド



デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

開始側の IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ike_prop authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike_prop dh-group group2

set security ike proposal ike_prop authentication-algorithm md5

set security ike proposal ike_prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ike policy ike_pol mode main

set security ike policy ike_pol proposals ike_prop

set security ike policy ike_pol pre-shared-key ascii-text "juniper”

set security ike gateway gate ike-policy ike_pol

set security ike gateway gate address 1.1.100.23

set security ike gateway gate external-interface ge-0/0/1.0

set security ike gateway gate local-identity inet 11.11.11.11

set security ike gateway gate remote-identity inet 44.44.44.44

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ike_prop

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set dh-group group2

4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set authentication-algorithm md5

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike policy ]

user@host# set policy ike_pol

7. IKE フェーズ 1 ポリシーのモードを設定します。

[edit security ike policy ike_pol]
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user@host# set mode main

8. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike_pol]

user@host# set proposals ike_prop

9. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike_pol pre-shared-key]

user@host# set ascii-text "juniper”

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike ]

user@host# set gateway gate external-interface ge-0/0/1.0

11. IKE フェーズ 1 ゲートウェイ アドレスを作成します。

[edit security ike gateway]

set gate address 1.1.100.23

12. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway]

set gate ike-policy ike_pol

13. ローカル ピアの local-identity を設定します。

[edit security ike gateway gate]

user@host# set local-identity inet 11.11.11.11

14. 受信側の remote-identity を設定します。 これは、受信側のローカル ID になります。

[edit security ike gateway gate ]

user@host# set remote-identity inet 44.44.44.44

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ike

proposal ike_prop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm md5;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy ike_pol {

mode main;

proposals ike_prop;

pre-shared-key ascii-text “juniper”;

}

gateway gate {

ike-policy ike_pol;

address 1.1.100.23;

local-identity 11.11.11.11;

remote-identity 44.44.44.44;

external-interface ge-0/0/1.0;

}
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デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

開始側の IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipsec_prop protocol esp

set security ipsec proposal ipsec_prop authentication-algorithm hmac-md5-96

set security ipsec proposal ipsec_prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ipsec policy ipsec_pol perfect-forward-secrecy keys group1

set security ipsec policy ipsec_pol proposals ipsec_prop

set security ipsec vpn first_vpn ike gateway gate

set security ipsec vpn first_vpn ike ipsec-policy ipsec_pol

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@host# set security ipsec proposal ipsec_prop

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set authentication-algorithm hmac-md5-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

5. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec_pol]

user@host# set proposals ipsec_prop

6. IPsec フェーズ 2 が完全転送機密保持（PFS）group1 を使用するように指定します。

[edit security ipsec policy ipsec_pol ]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group1

7. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn first_vpn ike gateway gate

8. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn first_vpn ike ipsec-policy ipsec_pol
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結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipsec_prop {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-md5-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy ipsec_pol {

perfect-forward-secrecy {

keys group1;

proposals ipsec_prop;

}

vpn first_vpn {

ike {

gateway gate;

ipsec-policy ipsec_pol;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

開始側のセキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy pol1 match source-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy pol1 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy pol1 match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy pol1 then permit tunnel

ipsec-vpn first_vpn

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy pol1 match source-address

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy pol1 match destination-address

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy pol1 match application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy pol1 then permit tunnel

ipsec-vpn first_vpn

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

セキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. Trust ゾーンから Untrust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。
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[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy pol1 match source-address any

user@host# set policy pol1 match destination-address any

user@host# set policy pol1 match application any

user@host# set policy pol1 then permit tunnel ipsec-vpn first_vpn

2. Untrust ゾーンから Trust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy pol1 match source-address any

user@host# set policy pol1 match destination-address any

user@host# set policy pol1 match application any

user@host# set policy pol1 then permit tunnel ipsec-vpn first_vpn

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy pol1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

tunnel {

ipsec-vpn first_vpn;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy pol1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

tunnel {

ipsec-vpn first_vpn;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

受信側のインターフェース、ルーティング オプション、およびセキュリティ ゾーンの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。
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set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 13.168.11.100/24

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 10.2.99.1/24

set routing-options static route 10.1.99.0/24 next-hop 13.168.11.1

set routing-options static route 12.168.99.0/24 next-hop 13.168.11.1

set routing-options static route 1.1.100.0/24 next-hop 13.168.11.1

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/2.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/3.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびセキュリティ ポリシーを構成

するには、以下の手順に従います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 13.168.11.100/24

user@host# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 10.2.99.1/24

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 10.1.99.0/24 next-hop 13.168.11.1

user@host# set routing-options static route 12.168.99.0/24 next-hop 13.168.11.1

user@host# set routing-options static route 1.1.100.0/24 next-hop 13.168.11.1

3. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit ]

user@host# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols

all

4. untrust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set interfaces ge-0/0/2.0

5. untrust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

6. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/3.0

8. trust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]
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user@host# set host-inbound-traffic system-services all

結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、および show security zones の各コマ

ンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の

構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 13.168.11.100/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 10.2.99.1/244;

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 10.1.99.0/24 next-hop 13.168.11.1;

route 12.168.99.0/24 next-hop 13.168.11.1;

route 1.1.100.0/24 next-hop 13.168.11.1;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;
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}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

受信側の IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ike_prop authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike_prop dh-group group2

set security ike proposal ike_prop authentication-algorithm md5

set security ike proposal ike_prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ike policy ike_pol mode main

set security ike policy ike_pol proposals ike_prop

set security ike policy ike_pol pre-shared-key ascii-text "juniper"

set security ike gateway gate ike-policy ike_pol

set security ike gateway gate address 1.1.100.22

set security ike gateway gate dead-peer-detection always-send

set security ike gateway gate external-interface ge-0/0/2.0

set security ike gateway gate local-identity inet 44.44.44.44

set security ike gateway gate remote-identity inet 11.11.11.11

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set authentication-method pre-shared-key

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set dh-group group2

4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set authentication-algorithm md5

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike_prop]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike_pol
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7. IKE フェーズ 1 ポリシーのモードを設定します。

[edit security ike policy ike_pol]

user@host# set mode main

8. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike_pol]

user@host# set proposals ike_prop

9. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike_pol proposals ike_prop set security ike policy ike_pol

pre-shared-key]

user@host# set ascii-text "juniper"

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@host# set security ike gateway gate external-interface ge-0/0/2.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway]

user@host# set gate ike-policy ike_pol

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイ アドレスを作成します。

[edit security ike gateway]

user@host# set gate address 1.1.100.22

13. ローカル ピア（開始側）の local-identity を設定します。

[edit security ike gateway gate]

user@host# set local-identity inet 44.44.44.44

14. 受信側の remote-identity を設定します。 これは、受信側のローカル ID になります。

[edit security ike gateway gate]

user@host# set remote-identity inet 11.11.11.11

15. ピアが UP か DOWN かを検出するデッドピア検出を設定します。

[edit security ike gateway gate]

user@host# set dead-peer-detection always-send

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ike

proposal ike_prop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm md5;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy ike_pol {

mode main;

proposals ike_prop;

pre-shared-key ascii-text "juniper";

}
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gateway gate {

ike-policy ike_pol;

address 1.1.100.22;

dead-peer-detection always-send;

external-interface ge-0/0/2.0;

local-identity inet 44.44.44.44;

remote-identity inet 11.11.11.11;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

受信側の IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipsec_prop protocol esp

set security ipsec proposal ipsec_prop authentication-algorithm hmac-md5-96

set security ipsec proposal ipsec_prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ipsec policy ipsec_pol perfect-forward-secrecy keys group1

set security ipsec policy ipsec_pol proposals ipsec_prop

set security ipsec vpn first_vpn ike gateway gate

set security ipsec vpn first_vpn ike ipsec-policy ipsec_pol

set security ipsec vpn first_vpn establish-tunnels immediately

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@host# set security ipsec proposal ipsec_prop

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set authentication-algorithm hmac-md5-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec_prop]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

5. IPsec フェーズ 2 が完全転送機密保持（PFS）group1 を使用するように設定します。

[edit security ipsec policy ipsec_pol]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group1

6. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]
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user@host# set policy ipsec_pol

7. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec_pol]

user@host# set proposals ipsec_prop

8. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn first_vpn ike gateway gate

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn first_vpn ike ipsec-policy ipsec_pol

10. 検証パケットがなくても、トンネルがただちに確立されるように指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set security ipsec vpn first_vpn establish-tunnels immediately

結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipsec_prop {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-md5-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy ipsec_pol {

perfect-forward-secrecy {

keys group1;

}

proposals ipsec_prop;

}

vpn first_vpn {

ike {

gateway gate;

ipsec-policy ipsec_pol;

establish-tunnels immediately;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

受信側のセキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy pol1 match source-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy pol1 match destination-address

any
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set security policies from-zone trust to-zone untrust policy pol1 match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy pol1 then permit tunnel

ipsec-vpn first_vpn

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy pol1 match source-address

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy pol1 match destination-address

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy pol1 match application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy pol1 then permit tunnel

ipsec-vpn first_vpn

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

セキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. Trust ゾーンから Untrust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy pol1 match source-address any

user@host# set policy pol1 match destination-address any

user@host# set policy pol1 match application any

user@host# set policy pol1 then permit tunnel ipsec-vpn first_vpn

2. Untrust ゾーンから Trust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy pol1 match source-address any

user@host# set policy pol1 match destination-address any

user@host# set policy pol1 match application any

user@host# set policy pol1 then permit tunnel ipsec-vpn first_vpn

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy pol1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

tunnel {

ipsec-vpn first_vpn;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy pol1 {
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match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

tunnel {

ipsec-vpn first_vpn;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 開始側の IKE フェーズ 1 ステータスの確認 659ページ

• 開始側の IPsec セキュリティ アソシエーションの確認 661ページ

• 受信側の IKE フェーズ 1 ステータスの確認 662ページ

• 受信側の IPsec セキュリティ アソシエーションの確認 664ページ

開始側の IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 注: 確認プロセスを始める前に、10.1.99.0 ネットワーク上のホストから、10.2.99.0

ネットワーク上のホストにトラフィックを送信する必要があります。 ルートベース

VPN では、トンネルを介して SRX シリーズ デバイスからトラフィックを開始する

ことができます。 IPsec トンネルをテストする場合は、VPN の一端にあるデバイス

から VPN のもう一端にある別のデバイスにテスト トラフィックを送ることを推奨

します。 たとえば、10.1.99.2 から 10.2.99.2 に対して ping 操作を実行します。

動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。 コマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index State Initiator cookie Responder cookie Mode Remote Address

5137403 UP b3a24bc00e963c51 7bf96bcc6230e484 Main 1.1.100.23

user@host> show security ike security-associations index 1 detail

Index State Initiator cookie Responder cookie Mode Remote Address

1400579286 UP 487cfb570908425c 7710c8487f9ff20c Main 1.1.100.22

{primary:node0}[edit]

root@poway# run show security ike security-associations detail

node0:

IKE peer 1.1.100.22, Index 1400579286,
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Location: FPC 5, PIC 0, KMD-Instance 4

Role: Initiator, State: UP

Initiator cookie: 487cfb570908425c, Responder cookie: 7710c8487f9ff20c

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 13.168.11.100:4500, Remote: 1.1.100.22:4500

Lifetime: Expires in 28622 seconds

Peer ike-id: 44.44.44.44

Xauth user-name: not available

Xauth assigned IP: 0.0.0.0

Algorithms:

Authentication : hmac-md5-96

Encryption : 3des-cbc

Pseudo random function: hmac-md5

Traffic statistics:

Input bytes : 0

Output bytes : 0

Input packets: 0

Output packets: 0

IPSec security associations: 0 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 0

意味 show security ike security-associations コマンドを入力すると、すべてのアクティブな IKE

フェーズ 1 SA が一覧表示されます。 SA が 1 つも表示されなかった場合は、フェーズ 1 の

確立に問題があったことを表します。 IKE ポリシー パラメータと外部インターフェースの設

定を確認してください。

SA が一覧表示されたら、以下の情報を確認します。

• インデックス — 各 IKE SA に固有の値で、SA に関する詳細情報を取得するために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス — リモート IP アドレスが正しいことと、ピアツーピア通信に対してポー

ト 4500 が使用されていることを確認します。

• ロール開始側の状態

• UP — フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN — フェーズ 1 SA の確立に問題が発生しています。

• IPsec SA ペアの両方のピアが、ポート 4500 を使用しています。これは、NAT-T が実装さ

れていることを意味します （NAT-T は、ポート4500 または無作為の数字の大きいポート

を使用します）。

• ピア IKE ID — リモート（受信側）アドレスが正しいことを確認します。 この例では、ア

ドレスは 44.44.44.44 です。

• ローカル ID およびリモート ID — これらのアドレスが正しいことを確認します。

• モード — 正しいモードが使用されていることを確認します。

構成内の以下の事項が正しいことを確認します。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません）

• IKE ポリシー パラメータ
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• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で一致している必要があります）

show security ike security-associations コマンドを入力すると、セキュリティ アソシエー

ションに関する以下の追加情報が一覧表示されます。

• 使用されている認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の有効期限

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます）

• ロール情報

注: トラブルシューティングは、受信側のロールを使用するピア上で実行すると

うまく動作します。

• 開始側および受信側の情報

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中のフェーズ 2 ネゴシエーションの数

開始側の IPsec セキュリティ アソシエーションの確認

目的 IPsec ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。 コマンド

からインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

Total active tunnels: 1

ID Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys Port Gateway

<2 ESP:3des/md5 2bf24122 3390/ unlim - root 4500 1.1.100.23

>2 ESP:3des/md5 2baef146 3390/ unlim - root 4500 1.1.100.23

user@host> show security ipsec security-associations detail

Local Gateway: 12.168.99.100, Remote Gateway: 1.1.100.23

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Version: IKEv1

DF-bit: clear

Policy-name: pol1

Location: FPC 5, PIC 0, KMD-Instance 4

Direction: inbound, SPI: 2bf24122, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3388 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2801 seconds

Mode: Tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-md5-96, Encryption: 3des-cbc

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64
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Location: FPC 5, PIC 0, KMD-Instance 4

Direction: outbound, SPI: 2baef146, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3388 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2801 seconds

Mode: Tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-md5-96, Encryption: 3des-cbc

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

意味 show security ipsec security-associations コマンドの出力には、以下の情報が一覧表示されま

す。

• リモート ゲートウェイの NAT アドレスは 1.1.100.23 です。

• IPsec SA ペアの両方のピアが、ポート 4500 を使用しています。これは、NAT-T が実装され

ていることを意味します （NAT-T は、ポート4500 または無作為の数字の大きいポートを使

用します）。

• 両方向について、SPI、有効期限（秒単位）、および使用制限（または KB 単位でのライフサ

イズ）が表示されます。 3390/ unlimited 値は、フェーズ 2 の有効期限が 3390 秒で終わ

り、ライフサイズが指定されていない、つまり制限がないことを示します。 VPN が確立され

ると、フェーズ 2 はフェーズ 1 に依存しなくなるため、フェーズ 2 の有効期限はフェーズ

1 の有効期限とは異なる場合があります。

• VPN 監視は、Mon 列のハイフンで示されているように、この SA では有効化されていません。

VPN 監視が有効化されている場合、U は監視が up であることを示し、D は監視が down で

あることを示します。

• 仮想システム（vsys）はルート システムで、常に 0 が表示されます。

受信側の IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。 コマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index State Initiator cookie Responder cookie Mode Remote Address

5802591 UP d31d6833108fd69f 9ddfe2ce133086aa Main 1.0.0.1

user@host> show security ike security-associations index 1 detail

IKE peer 1.1.100.23, Index 1400579287,

Location: FPC 5, PIC 0, KMD-Instance 4

Role: Responder, State: UP

Initiator cookie: 487cfb570908425c, Responder cookie: 7710c8487f9ff20c

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 12.168.99.100:4500, Remote: 1.1.100.23:4500

Lifetime: Expires in 28587 seconds

Peer ike-id: 11.11.11.11

Xauth user-name: not available

Xauth assigned IP: 0.0.0.0

Algorithms:

Authentication : hmac-md5-96
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Encryption : 3des-cbc

Pseudo random function: hmac-md5

Traffic statistics:

Input bytes : 0

Output bytes : 0

Input packets: 0

Output packets: 0

IPSec security associations: 0 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 0

Negotiation type: Quick mode, Role: Responder, Message ID: 0

Local: 71.1.1.1:4500, Remote: 1.0.0.1:4500

Local identity: branch_natt1@juniper.net

Remote identity: limits_natt1@juniper.net

Flags: IKE SA is created

意味 show security ike security-associations コマンドを入力すると、すべてのアクティブな IKE

フェーズ 1 SA が一覧表示されます。 SA が 1 つも表示されなかった場合は、フェーズ 1 の

確立に問題があったことを表します。 IKE ポリシー パラメータと外部インターフェースの設

定を確認してください。

SA が一覧表示されたら、以下の情報を確認します。

• インデックス — 各 IKE SA に固有の値で、SA に関する詳細情報を取得するために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス — リモート IP アドレスが正しいことと、ピアツーピア通信に対してポー

ト 4500 が使用されていることを確認します。

• ロール受信側の状態

• UP — フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN — フェーズ 1 SA の確立に問題が発生しています。

• ピア IKE ID — ピアのローカル（開始側）アドレスが正しいことを確認します。 この例で

は、アドレスは 11.11.11.11 です。

• ローカル ID およびリモート ID — これらのアドレスが正しいことを確認します。

• モード — 正しいモードが使用されていることを確認します。

構成内の以下の事項が正しいことを確認します。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません）

• IKE ポリシー パラメータ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で一致している必要があります）

show security ike security-associations コマンドを入力すると、セキュリティ アソシエー

ションに関する以下の追加情報が一覧表示されます。

663Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第20章: インターネット プロトコル セキュリティ



• 使用されている認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の有効期限

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます）

• ロール情報

注: トラブルシューティングは、受信側のロールを使用するピア上で実行すると

うまく動作します。

• 開始側および受信側の情報

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中のフェーズ 2 ネゴシエーションの数

受信側の IPsec セキュリティ アソシエーションの確認

目的 IPsec ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。 コマンド

からインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

Total active tunnels: 1

ID Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys Port Gateway

<131073 ESP:3des/sha1 a5224cd9 3571/ unlim - root 4500 1.0.0.1

>131073 ESP:3des/sha1 82a86a07 3571/ unlim - root 4500 1.0.0.1

user@host> show security ipsec security-associations detail

Virtual-system: root

Local Gateway: 71.1.1.1, Remote Gateway: 1.0.0.1

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Version: IKEv1

DF-bit: clear

Direction: inbound, SPI: a5224cd9, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3523 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2923 seconds

Mode: Tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: 3des-cbc

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

Direction: outbound, SPI: 82a86a07, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3523 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2923 seconds

Mode: Tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: 3des-cbc

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64
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意味 show security ipsec security-associations コマンドの出力には、以下の情報が一覧表示されま

す。

• リモート ゲートウェイの NAT アドレスは 1.0.0.1 です。

• IPsec SA ペアの両方のピアが、ポート 4500 を使用しています。これは、NAT-T が実装され

ていることを意味します （NAT-T は、ポート4500 または無作為の数字の大きいポートを使

用します）。

• 両方向について、SPI、有効期限（秒単位）、および使用制限（または KB 単位でのライフサ

イズ）が表示されます。 3571/ unlim 値は、フェーズ 2 の有効期限が 3571 秒で終わり、

ライフサイズが指定されていない、つまり制限がないことを示します。 VPN が確立される

と、フェーズ 2 はフェーズ 1 に依存しなくなるため、フェーズ 2 の有効期限はフェーズ 1

の有効期限とは異なる場合があります。

• VPN 監視は、Mon 列のハイフンで示されているように、この SA では有効化されていません。

VPN 監視が有効化されている場合、U は監視が up であることを示し、D は監視が down で

あることを示します。

• 仮想システム（vsys）はルート システムで、常に 0 が表示されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 613ページのNAT-T について

• 614ページの例: NAT デバイスの背後に受信側が 1 つだけ存在するルートベース VPN の構成

VPN ウィザードを使用した IPsec VPN の構成

VPN ウィザードを使用すると、フェーズ 1 とフェーズ 2 も含めて、基本的な IPsec VPN 構成

を実行できます。 高度な構成を実行する場合は、J-Web インターフェースまたは CLI を使用

してください。

VPN ウィザードを使用して IPsec VPN を構成するには、以下の手順に従います。

1. J-Web インターフェースで、[Configure]（構成）>[Wizards]（ウィザード）>[VPN Wizard]（VPN

ウィザード）の順に選択します。

2. [Launch VPN Wizard]（VPN ウィザードの起動）ボタンをクリックします。

3. ウィザードのプロンプトに従います。

ウィザード ページの左上エリアには、構成プロセスの現在の段階が表示されます。 また、左

下には、フィールドに固有のヘルプが表示されます。 [Resources]（リソース）見出しの下の

リンクをクリックすると、ブラウザでドキュメントが開きます。 ドキュメントが新しいタブで

開いた場合は、ドキュメントを閉じたときにブラウザ ウィンドウではなく、そのタブだけが閉

じることに注意してください。

関連項目 505ページのVPN の概要•

• 520ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について
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• 522ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について

IPv6 IKE および IPsec パケット処理について

IPv6 IPsec VPN 実装では、2 つの IPv6 トンネル エンド ポイント間の IPv6 トンネル設定の

範囲内において、IPv6 パケットの交換が発生します （505ページの「「VPN の概要」」を参照

してください）。

このトピックには以下のセクションがあります。

• IPv6 6in6 トンネル モードでのパケット処理 666ページ

• IPv6 IKE パケット処理 666ページ

• IPv6 IPsec パケット処理 668ページ

IPv6 6in6 トンネル モードでのパケット処理

IPv6 VPN 6in6 トンネリングは、2 つのサイト間エンドポイント間の IPv6 IPsec トンネルの

範囲内で IPv6 パケットを交換する技法です。 このモードでは、元の IPv6 パケットが、内部

ヘッダーと外部ヘッダーの両方が IPv6 の別の IPv6 パケット内にカプセル化されます。 外部

IPv6 ヘッダーの IPv6 アドレスはトンネル エンド ポイントを表しますが、内部 IPv6 ヘッ

ダーの IPv6 アドレスは最終的なソースおよび宛先アドレスを表します。 元の IP ヘッダーが

保持されるトランスポート モードとは異なり、6in6 トンネリング モードでは、元の IPv6 パ

ケット全体（ペイロードおよびヘッダー）がカプセル化されます。カプセル化は、新しい外部

IPv6 ヘッダー、IPsec ヘッダー（AH または ESP）に続けて、内部 IPv6 ヘッダー、および元

の IPv6 ペイロードを付加することで実行されます。 元の IPv6 パケット全体は、暗号化、認

証、または暗号化と同時に認証されます。 認証ヘッダー（AH）プロトコルでは認証が提供され

ますが、セキュリティ ペイロードのカプセル化（ESP）プロトコルでは、IPv6 パケットの認証

に加え、暗号化が提供されます。

IPv6 IKE パケット処理

インターネット鍵交換（IKE）は、IPsec プロトコル スイートの一部です。 自動的に 2 つの

トンネル エンド ポイントがセキュリティ アソシエーション（SA）を設定し、秘密鍵を相互に

ネゴシエートできるようにします。 セキュリティ パラメータを手動で構成する必要はありま

せん。 また、IKE は通信ピアに対する認証も提供します。

IPv6 ネットワークでの IKE パケット処理には、以下の各要素が含まれます。

• ISAKMP ID ペイロード

インターネット セキュリティ アソシエーションおよび鍵管理プロトコル（ISAKMP）ID ペイ

ロードは、IPv6 ピアの通信を識別および認証する目的で使用されます。 IPv6 では、2 つの

新しい ID タイプ（ID_IPV6_ADDR および ID_IPV6_ADDR_SUBNET）が有効になっています。

ID タイプは、使用される ID のタイプを示します。 ID_IPV6_ADDR というタイプは、単一の

16 オクテット IPv6 アドレスを示します。 この ID タイプは、IPv6 アドレスを表します。

ID_IPV6_ADDR_SUBNET タイプは、2 つの 16 オクテット値で表される IPv6 アドレスの範囲

を示します。 この ID タイプは、IPv6 ネットワーク マスクを表します。 667ページの表78

は、ID ペイロードの ID タイプとその割り当て値をまとめたものです。
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表78: ISAKMP ID タイプとその値

値ID タイプ

0RESERVED

1ID_IPV4_ADDR

2ID_FQDN

3ID_USER_FQDN

4ID_IPV4_ADDR_SUBNET

5ID_IPV6_ADDR

6ID_IPV6_ADDR_SUBNET

7ID_IPV4_ADDR_RANGE

8ID_IPV6_ADDR_RANGE

9ID_DER_ASN1_DN

10ID_DER_ASN1_GN

11ID_KEY_ID

12ID_LIST

ID_IPV6_ADDR_RANGE タイプは、2 つの 16 オクテット値で表される IPv6 アドレスの範囲を

示します。 最初のオクテット値は、この範囲の IPv6 開始アドレスを表し、2 番目のオク

テット値は、IPv6 終了アドレスを表します。 最初と最後の IPv6 アドレスの範囲に収まる

すべての IPv6 アドレスは、リストの一部とみなされます。

注: ISAKMP ID ペイロードの 2 つの ID タイプ（ID_IPV6_ADDR_RANGE および

ID_IPV4_ADDR_RANGE）は、このリリースではサポートされていません。

• プロキシ ID

プロキシ ID は、IKE ネゴシエーションのフェーズ 2 で使用され、 IPsec トンネルが確立

される前に生成されます。 プロキシ ID は、VPN で使用される SA を識別します。 プロキ

シ ID は、ローカルとリモートの 2 つが生成されます。 ローカル プロキシ ID は、ローカ

ルの IPv6 アドレス/ネットワークとサブネット マスクを参照します。 リモート プロキシ

ID は、リモートの IPv6 アドレス/ネットワークとサブネット マスクを参照します。

• セキュリティ アソシエーション

SA とは、安全な通信をサポートするための VPN 参加者間の合意です。 SA は、3 つのパラ

メータ（セキュリティ パラメータ インデックス（SPI）、宛先 IPv6 アドレス、およびセ
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キュリティ プロトコル（AH または ESP のいずれか））に基づいて識別されます。 SPI は、

SA に割り当てられる一意の値で、SA が複数の SA の中で各 SA を識別できるようにするも

のです。 IPv6 パケットでは、SA は外部 IPv6 ヘッダーの宛先アドレスから識別され、セ

キュリティ プロトコルは AH または ESP ヘッダーのいずれかから識別されます。

IPv6 IPsec パケット処理

IKE ネゴシエーションが完了し、2 つの IKE ゲートウェイがフェーズ 1 およびフェーズ 2 セ

キュリティ アソシエーション（SA）を確立すると、IPv6 IPsec は認証と暗号化の技法を使用

して、IPv6 パケットの安全を確保します。

このトピックには以下のセクションがあります。

• IPv6 の AH プロトコル 668ページ

• IPv6 の ESP プロトコル 668ページ

• IPv6 での保全性チェック値（ICV）の計算 669ページ

• IPv6 トンネル モードのヘッダー構造 669ページ

IPv6 の AH プロトコル

AH プロトコルは、IPv6 パケットに対して、データの保全性とデータ認証を提供します。 IPv6

IPsec では、拡張ヘッダー（ホップバイホップやルーティング オプションなど）を使用しま

す。これは、IPv6 データグラムで、特定の方法で配置する必要があります。 IPv6 AH トンネ

ル モードでは、IPv4 AH トンネル モードと同様に、AH ヘッダーが新しい外部 IPv6 ヘッダー

の直後に続きます。 拡張ヘッダーは、元の内部 IPv6 ヘッダーの後に配置されます。 そのた

め、668ページの図58 に示すように、IPv6 AH トンネル モードでは、IPv6 パケット全体が新し

い外部 IPv6 ヘッダーによってカプセル化され、その後に認証ヘッダー、内部 IPv6 ヘッダー、

拡張ヘッダー、残りの元の IPv6 データグラムが続きます。

図 58: IPv6 AH トンネル モード

AH

IPv6 の ESP プロトコル

ESP プロトコルは、IPv6 パケットに対して、暗号化と認証の両方を提供します。 IPv6 IPsec

では、IPv6 データグラムで拡張ヘッダー（ホップバイホップやルーティング オプションなど）

を使用するため、IPv6 ESP トンネル モードと IPv4 ESP トンネル モードの最も重要な違い

は、パケット レイアウトにおける拡張ヘッダーの配置です。 IPv6 ESP トンネル モードでは、

IPv4 ESP トンネル モードと同様に、ESP ヘッダーが新しい外部 IPv6 ヘッダーの直後に続き

ます。 そのため、669ページの図59 に示すように、IPv6 ESP トンネル モードでは、IPv6 パ

ケット全体が新しい外部 IPv6 ヘッダーによってカプセル化され、その後に ESP ヘッダー、内

部 IPv6 ヘッダー、拡張ヘッダー、残りの元の IPv6 データグラムが続きます。
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図 59: IPv6 ESP トンネル モード

ESP

IPv6 での保全性チェック値（ICV）の計算

AH プロトコルは、パケットの内容について保全性チェック値（ICV）を計算することで、IPv6

パケットの保全性を検証します。 ICV は、一般的に MD5 や SHA-1 などの認証アルゴリズムに

対して生成されます。 IPv6 の ICV 計算は、2 つのヘッダー フィールド（可変ヘッダーおよ

びオプションの拡張ヘッダー）が IPv4 と異なります。

AH ICV は、IPv6 ヘッダー フィールドに対して計算できます。このフィールドは、トランジッ

ト中は不変であるか、トンネル エンド ポイントへの到着時には値の予測が可能です。 また、

AH ヘッダーおよび上位レベルのプロトコル データ（トランジット中は不変とみなされます）

に対して AH ICV を計算することもできます。 IPv6 パケットについては、新しい外部 IPv6

ヘッダーとオプションの拡張ヘッダーを除き、ESP ICV を計算できます。

注: IPv4 とは異なり、IPv6 には、トランジット中は不変のタグ付けオプションの

方法が用意されています。 IPv6 のオプションの拡張ヘッダーには、不変性を示す

フラグが含まれています。 このフラグによって、適切な処理が決定されます。

IPv6 トンネル モードのヘッダー構造

IPv6 トンネル モードでは、外部 IPv6 ヘッダーのソース アドレスと宛先アドレスがトンネル

エンド ポイントを表し、内部 IPv6 ヘッダーのソース アドレスと宛先アドレスが最終的なソー

ス アドレスと宛先アドレスを表します。 669ページの表79 は、外部 IPv6 ヘッダーと内部 IPv6

ヘッダーの違いをまとめたものです。

表79: 外部ヘッダーと内部ヘッダーの比較

内部ヘッダー外部ヘッダーヘッダー フィールド

変化しません。6バージョン

変化しません。内部ヘッダーからコピーされます。DS フィールド

構築済みです。内部ヘッダーからコピーされます。ECN フィールド

変化しません。内部ヘッダーからコピーされます。フロー ラベル

変化しません。構築済みです。ペイロード長

変化しません。AH、ESP、ルーティング ヘッダー次のヘッダー
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表79: 外部ヘッダーと内部ヘッダーの比較 （続き）

内部ヘッダー外部ヘッダーヘッダー フィールド

減少します。64.ホップ制限

変化しません。構築済みです。ソース アドレス

変化しません。構築済みです。宛先アドレス

変化しません。コピーされません。拡張ヘッダー

注: このリリースでは、IPv6 6in6 サイト間 VPN だけがサポートされています。

このリリースでは、IPv6 6in6 サイト間 VPN は、IKE ID として IPv6 アドレスを

使用します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 670ページのIPv6 IPsec 構成の概要

• 671ページの例: IPv6 IPsec Manual VPN の構成

• 673ページの例: IPv6 AutoKey IKE ポリシーベース VPN の構成

IPv6 IPsec 構成の概要

Juniper Networks は、2 種類の IPv6 IPsec VPN 構成（事前共有鍵を使用した Manual および

AutoKey IKE）をサポートしています。

• Manual VPN — Manual VPN 構成では、手動鍵メカニズムを使用し、トンネル エンド ポイン

トで秘密鍵とセキュリティ アソシエーション（SA）を手動で構成します。 IPv6 IPsec Manual

VPN を作成するには、671ページの「「例: IPv6 IPsec Manual VPN の構成」」を参照してく

ださい。

• AutoKey IKE VPN — AutoKey IKE VPN 構成では、AutoKey IKE メカニズムを使用して、秘密

鍵と SA が自動的に作成されます。 IPv6 AutoKey IKE VPN を設定するには、ネゴシエーショ

ンの 2 つのフェーズ（—フェーズ 1 およびフェーズ 2）が必要です。

• フェーズ 1 — このフェーズでは、参加者が安全なチャネルを確立して、IPsec SA をネゴ

シエートします。 フェーズ 1 ネゴシエーションの詳細については、520ページの「「IKE

トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について」」を参照してください。

• フェーズ 2 — このフェーズでは、参加者が IPsec SA をネゴシエートして、IPv6 データ

パケットを認証および暗号化します。 フェーズ 2 ネゴシエーションの詳細については、

522ページの「「IKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について」」を参照してく

ださい。
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IPv6 AutoKey IKE ポリシーベース VPN を作成するには、673ページの「「例: IPv6 AutoKey

IKE ポリシーベース VPN の構成」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 666ページのIPv6 IKE および IPsec パケット処理について

• 671ページの例: IPv6 IPsec Manual VPN の構成

• 673ページの例: IPv6 AutoKey IKE ポリシーベース VPN の構成

例: IPv6 IPsec Manual VPN の構成

この例では、IPv6 IPsec Manual VPN を構成する方法を示します。

• 要件 671ページ

• 概要 671ページ

• 構成 671ページ

• 確認 673ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• VPN が動作する仕組みについて理解しておきます。 505ページの「「VPN の概要」」を参照し

てください。

• IPv6 IPsec パケット処理について理解しておきます。 666ページの「「IPv6 IKE および

IPsec パケット処理について」」を参照してください。

概要

Manual VPN 構成では、秘密鍵は 2 つの IPsec エンドポイントで手動で構成されます。

この例では、以下の作業を実行します。

• vpn-sunnyvale という名前の VPN に対して認証パラメータを構成します。

• vpn-sunnyvale に対して暗号化パラメータを構成します。

• SA の出力インターフェースを指定します。

• ピアの IPv6 アドレスを指定します。

• IPsec プロトコルを定義します。 構成には認証と暗号化の両方が含まれているため、ESP プ

ロトコルを選択します。

• セキュリティ パラメータ インデックス（SPI）を構成します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。
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set security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual authentication algorithm hmac-md5–96 key

ascii-text 1111111111111111

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual encryption algorithm 3des-cbc key ascii-text

111111111111111111111111

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual external-interface ge-0/0/14.0

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual gateway 1212::1112

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual protocol esp

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual spi 12435

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

セキュリティ アルゴリズムを構成するには、以下の手順に従います。

1. 認証パラメータを構成します。

[edit security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual]

user@host# set authentication algorithm hmac-md5–96 key ascii-text 1111111111111111

2. 暗号化パラメータを構成します。

[edit security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual]

user@host# set encryption algorithm 3des-cbc key ascii-text 111111111111111111111111

3. SA の出力インターフェースを指定します。

[edit security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual]

user@host# set external-interface ge-0/0/14.0

4. ピアの IPv6 アドレスを指定します。

[edit security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual]

user@host# set gateway 1212::1112

5. IPsec プロトコルを定義します。

[edit security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual]

user@host# set protocol esp

6. SPI を構成します。

[edit security ipsec vpn vpn-sunnyvale manual]

user@host# set spi 12435

結果 構成モードで、show security ipsec vpn vpn-sunnyvale コマンドを入力して構成内容を確認し

ます。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

[edit]

[user@host]show security ipsec vpn vpn-sunnyvale

manual {

gateway 1212::1112 ;

external-interface ge-0/0/14.0 ;

protocol esp ;

spi 12435 ;

authentication {

algorithm hmac-md5-96 ;

key ascii-text $9$P5369Ap01R3nSreK8LZUDimfTz36CtmP01REyrs2goUjHqm” ;## SECRET DATA
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}

encryption {

algorithm 3des-cbc ;

key ascii-text $9$DRimfTz36tmP01REyrs2goUjHqmfQFUD/CtpB1xN-V24aZU”; ## SECRET DATA

}

}

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• セキュリティ アルゴリズムの確認 673ページ

セキュリティ アルゴリズムの確認

目的 セキュリティ アルゴリズムが適用されているかどうかを特定します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 666ページのIPv6 IKE および IPsec パケット処理について

• 670ページのIPv6 IPsec 構成の概要

• 673ページの例: IPv6 AutoKey IKE ポリシーベース VPN の構成

例: IPv6 AutoKey IKE ポリシーベース VPN の構成

この例では、支社と本社の間での安全なデータ転送を実現するために、ポリシーベース IPv6

AutoKey IKE VPN を構成する方法を示します。

• 要件 673ページ

• 概要 674ページ

• 構成 678ページ

• 確認 687ページ

要件

この例では、以下のハードウェアを使用します。

• SRX240 デバイス

始める前に、以下のことを行います。

• VPN が動作する仕組みについて理解しておきます。 505ページの「「VPN の概要」」を参照し

てください。

• IPv6 IKE および IPsec パケット処理について理解しておきます。 666ページの「「IPv6 IKE

および IPsec パケット処理について」」を参照してください。
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概要

この例では、イリノイ州シカゴの支社について、IPv6 IKE ポリシーベース VPN を構成します。

これは、トンネル リソースを節約する必要がない、あるいはトンネルを通過するトラフィック

をフィルタリングするために多くのセキュリティ ポリシーを構成する必要がないためです。

シカゴ支社のユーザーは、VPN を使ってカリフォルニア州サニーベールの本社に接続します。

675ページの図60 は、IPv6 IKE ポリシーベース VPN トポロジの例です。 このトポロジでは、

1 台の SRX シリーズ デバイスがサニーベールに設置されており、シカゴには別の SRX シリー

ズ デバイス（2 台目の SRX シリーズ デバイスまたはサードパーティのデバイス）が設置され

ています。
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図 60: IPv6 IKE ポリシーベース VPN トポロジ
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e0/0
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Untrust

Trust

ge-0/0/14.0
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SRX

SRX

1212::abcd/64

ge-0/0/15.0
1111::1111/64

この例では、インターフェース、IPv6 デフォルト ルート、セキュリティ ゾーン、アドレス帳

を構成します。 次に、IKE フェーズ 1、IPsec フェーズ 2、セキュリティ ポリシー、TCP-MSS

の各パラメータを構成します。 676ページの表80 ～ 678ページの表84 を参照してください。
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表80: インターフェース、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報

構成パラメータ名前機能

1212::1111/64ge-0/0/14.0インターフェース

1111::1111/64ge-0/0/15.0

• すべてのシステム サービスが許可されま

す。

• ge-0/0/14.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

trustセキュリティ ゾーン

• IKE は、許可されている唯一のシステム

サービスです。

• ge-0/0/15.0 インターフェースは、この

ゾーンにバインドされています。

untrust

• このアドレスは、trust ゾーンのアドレス

帳に対するものです。

• このアドレス帳エントリのアドレスは、

1212::abcd/64 です。

sunnyvaleアドレス帳エントリ

• このアドレスは、untrust ゾーンのアドレ

ス帳に対するものです。

• このアドレス帳エントリのアドレスは、

1111::abcd/128 です。

chicago

表81: IPv6 IKE フェーズ 1 の構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• 認証方法: pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ: group2

• 認証アルゴリズム: sha1

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ipv6-ike-phase1-proposalプロポーザル

• モード: アグレッシブ

• プロポーザル参照: ipv6-ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法: pre-shared-key ascii-text

ipv6-ike-phase1-policyポリシー

• IKE ポリシー参照: ipv6-ike-phase1-policy

• 外部インターフェース: ge-0/0/15.0

• ゲートウェイ アドレス: 1111::1112/64

gw-chicagoゲートウェイ

表82: IPv6 IPsec フェーズ 2 の構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• プロトコル: esp

• 認証アルゴリズム: hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム: aes-128-cbc

ipv6-ipsec-phase2-proposalプロポーザル
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表82: IPv6 IPsec フェーズ 2 の構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• プロポーザル参照: ipv6-ipsec-phase2-proposal

• PFS: Diffie-Hellman group2

ipv6-ipsec-phase2-policyポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: gw-chicago

• IPsec ポリシー参照: ipv6-ipsec-phase2-policy

ipv6-ike-vpn-chicagoVPN

表83: セキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

• 一致基準:

• source-address sunnyvale

• destination-address chicago

• application any

• 許可アクション: tunnel ipsec-vpn

ipv6-ike-vpn-chicago

• 許可アクション: tunnel pair-policy

ipv6-vpn-untr-tr

ipv6-vpn-tr-untrこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust

ゾーンへのトラフィックを許可します。

• 一致基準:

• source-address chicago

• destination-address sunnyvale

• application any

• 許可アクション: tunnel ipsec-vpn

ipv6-ike-vpn-chicago

• 許可アクション: tunnel pair-policy

ipv6-vpn-tr-untr

ipv6-vpn-untr-trこのセキュリティ ポリシーは、untrust ゾーンから trust

ゾーンへのトラフィックを許可します。

• 一致基準:

• source-address any

• source-destination any

• application any

• アクション: permit

permit-anyこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust

ゾーンへのすべてのトラフィックを許可します。

注: permit-any セキュリティ ポリシーの前に

ipv6-vpn-tr-untr ポリシーを配置する必要があります。 Junos

OS は、リストの上から順番にセキュリティ ポリシーのルック

アップを実行します。 permit-any ポリシーが

ipv6-vpn-tr-untr ポリシーの前にある場合は、trust ゾーン

からのすべてのトラフィックが permit-any ポリシーと一致す

るため、許可されます。 したがって、どのトラフィックも

ipv6-vpn-tr-untr ポリシーとは一致しません。

677Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第20章: インターネット プロトコル セキュリティ



表84: TCP-MSS 構成パラメータ

構成パラメータ目的

MSS 値: 1350TCP-MSS は TCP 3 方向ハンドシェイクの一環としてネゴシエートされ、ネットワーク上の MTU の限度に適するよ

うに、TCP セグメントの最大サイズを制限します。 これは、VPN トラフィックでは特に重要です。IPsec カプセル

化オーバーヘッドと、IP およびフレーム オーバーヘッドによって、結果として発生する ESP パケットが物理イン

ターフェースの MTU を超過してしまう可能性があり、フラグメント化が発生する原因となるためです。 フラグメ

ント化の結果として、帯域幅およびデバイス リソースの使用量が増えます。

注: MTU が 1500 以上のほとんどのイーサネットベースのネットワークでは、開始点としての値は 1350 が推奨さ

れます。 最適な性能を得るためには、さまざまな TCP-MSS 値を試してみる必要があります。 たとえば、パス内の

デバイスの MTU が低い場合や、PPP またはフレーム リレーなどの追加オーバーヘッドがある場合は、値を変更す

る必要があります。

構成

基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/14 unit 0 family inet6 address 1212::1111/64

set interfaces ge-0/0/15 unit 0 family inet6 address 1111::1111/64

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/15.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/14.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security address-book book1 address sunnyvale 1212::abcd/64

set security address-book book1 attach zone trust

set security address-book book2 address chicago 1111::abcd/64

set security address-book book2 attach zone untrust

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

基本ネットワーク、セキュリティ ゾーン、およびアドレス帳の各情報を構成するには、以下の

手順に従います。

1. イーサネット インターフェース情報を構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/14 unit 0 family inet6 address 1212::1111/64

user@host# set interfaces ge-0/0/15 unit 0 family inet6 address 1111::1111/64

2. 静的ルート情報を構成します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

3. untrust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone untrust
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4. untrust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set interfaces ge-0/0/15.0

5. untrust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

6. trust セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone trust

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/14.0

8. trust セキュリティ ゾーンに対して許可されるシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

9. アドレス帳を作成し、ゾーンを関連付けます。

[edit security address-book book1]

user@host# set address sunnyvale 1212::abcd/64

user@host# set attach zone trust

10. 別のアドレス帳を作成し、ゾーンを関連付けます。

[edit security address-book book2]

user@host# set address chicago 1111::abcd/64

user@host# set attach zone untrust

結果 構成モードで、show interfaces、show routing-options、show security zones、および show

security address-book コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っ

ていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/14 {

unit 0 {

family inet6 {

address 1212::1111/64;

}

}

}

ge-0/0/15 {

unit 0 {

family inet6 {

address 1111::1111/64;

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options
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static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}

}

interfaces {

ge-0/0/15.0;

}

}

security-zone trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/14.0;

}

}

[edit]

user@host# show security address-book

book1 {

address sunnyvale 1212::abcd/64;

attach {

zone trust;

}

}

book2 {

address chicago 1111::abcd/64;

attach {

zone untrust;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

IKE の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike proposal ipv6-ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ipv6-ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ipv6-ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ipv6-ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ipv6-ike-phase1-policy mode aggressive

set security ike policy ipv6-ike-phase1-policy proposals ipv6-ike-phase1-proposal

set security ike policy ipv6-ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 1111111111111111
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set security ike gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/15.0

set security ike gateway gw-chicago ike-policy ipv6-ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-chicago address 1111::1112/64

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IKE を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ipv6-ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザルの認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ipv6-ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザルの Diffie-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ipv6-ike-phase1-proposal]

user@host# set dh-group group2

4. IKE プロポーザルの認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ipv6-ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザルの暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ipv6-ike-phase1-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ipv6-ike-phase1-policy

7. IKE フェーズ 1 ポリシーのモードを設定します。

[edit security ike policy ipv6-ike-phase1-policy]

user@host# set mode aggressive

8. IKE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ipv6-ike-phase1-policy]

user@host# set proposals ipv6-ike-phase1-proposal

9. IKE フェーズ 1 ポリシーの認証方法を定義します。

[edit security ike policy ipv6-ike-phase1-policy]

user@host# set pre-shared-key ascii-text 1111111111111111

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、その外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@host# set gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/15.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシーの参照を定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]
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user@host# set ike-policy ipv6-ike-phase1-policy

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイに IP アドレスを割り当てます。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set address 1111::1112

結果 構成モードで、show security ike コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ike

proposal ipv6-ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipv6-ike-phase1-policy {

mode ;

proposals ipv6-ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$jrHP5QFn/ApPfBIEhr1Yg4aDik.P5z3Dj9Apu1I7—dbgoJGD"; ##

SECRET-DATA

}

gateway gw-chicago {

ike-policy ipv6-ike-phase1-policy;

address 1111::1112;

external-interface ge-0/0/15.0;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

IPsec の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ipsec proposal ipv6-ipsec-phase2-proposal protocol esp

set security ipsec proposal ipv6-ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipv6-ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipv6-ipsec-phase2-policy proposals ipv6-ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipv6-ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn ipv6-ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

set security ipsec vpn ipv6-ike-vpn-chicago ike ipv6-ipsec-policy ipsec-phase2-policy

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPsec を構成するには、以下の手順に従います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]
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user@host# set security ipsec proposal ipv6-ipsec-phase2-proposal

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザルのプロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipv6- ipsec-phase2-proposal]

user@host# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipv6-ipsec-phase2-proposal]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipv6-ipsec-phase2-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipv6-ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザルの参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipv6-ipsec-phase2-policy]

user@host# set proposals ipv6-ipsec-phase2-proposal

7. IPsec フェーズ 2 PFS が、Diffie-Hellman グループ 2 を使用するように指定します。

[edit security ipsec policy ipv6-ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ipv6-ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ipv6-ike-vpn-chicago ike ipsec-policy ipv6-ipsec-phase2-policy

結果 構成モードで、show security ipsec コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した

構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipv6-ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipv6-ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipv6-ipsec-phase2-proposal;

}

vpn ipv6-ike-vpn-chicago {

ike {

gateway gw-chicago;
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ipsec-policy ipv6-ipsec-phase2-policy;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

セキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ipv6-vpn-tr-untr match

source-address sunnyvale

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ipv6-vpn-tr-untr match

destination-address chicago

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ipv6-vpn-tr-untr match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ipv6-vpn-tr-untr then permit

tunnel ipsec-vpn ipv6-ike-vpn-chicago

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ipv6-vpn-tr-untr then permit

tunnel pair-policy ipv6-vpn-untr-tr

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy ipv6-vpn-untr-tr match

source-address chicago

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy ipv6-vpn-untr-tr match

destination-address sunnyvale

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy ipv6-vpn-untr-tr match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy ipv6-vpn-untr-tr then permit

tunnel ipsec-vpn ipv6-ike-vpn-chicago

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy ipv6-vpn-untr-tr then permit

tunnel pair-policy ipv6-vpn-tr-untr

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any match source-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any then permit

insert security policies from-zone trust to-zone untrust policy ipv6-vpn-tr-untr before

policy permit-any

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

セキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. Trust ゾーンから Untrust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy ipv6-vpn-tr-untr match source-address sunnyvale

user@host# set policy ipv6-vpn-tr-untr match destination-address chicago

user@host# set policy ipv6-vpn-tr-untr match application any
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user@host# set policy ipv6-vpn-tr-untr then permit tunnel ipsec-vpn

ipv6-ike-vpn-chicago

user@host# set policy ipv6-vpn-tr-untr then permit tunnel pair-policy ipv6-vpn-untr-tr

2. Untrust ゾーンから Trust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy ipv6-vpn-untr-tr match source-address sunnyvale

user@host# set policy ipv6-vpn-untr-tr match destination-address chicago

user@host# set policy ipv6-vpn-untr-tr match application any

user@host# set policy ipv6-vpn-untr-tr then permit tunnel ipsec-vpn

ipv6-ike-vpn-chicago

user@host# set policy ipv6-vpn-untr-tr then permit tunnel pair-policy ipv6-vpn-tr-untr

3. Trust ゾーンから Untrust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-any match source-address any

user@host# set policy permit-any match destination-address any

user@host# set policy permit-any match application any

user@host# set policy permit-any then permit

4. vpn-tr-untr セキュリティ ポリシーが permit-any セキュリティ ポリシーの前になるよ

うに並べ替えます。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# insert policy ipv6-vpn-tr-untr before policy permit-any

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy ipv6-vpn-tr-untr {

match {

source-address sunnyvale;

destination-address chicago;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn ipv6-ike-vpn-chicago;

pair-policy ipv6-vpn-untr-tr;

}

}

}

}

policy permit-any {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}
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then {

permit

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy ipv6-vpn-untr-tr {

match {

source-address chicago;

destination-address sunnyvale;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn ipv6-ike-vpn-chicago;

pair-policy ipv6-vpn-tr-untr;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

TCP-MSS の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルで貼り付けます。

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 TCP-MSS 情報を構成するには、以下の手順に従います。

1. TCP-MSS 情報を構成します。

[edit]

user@host# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

結果 構成モードで、show security flow コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの確認 687ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの確認 688ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 注: 確認プロセスを始める前に、サニーベールのホストからシカゴのホストにトラ

フィックを送信する必要があります。 ポリシーベース VPN では、個別のホストが

トラフィックを生成する必要があります。SRX シリーズ デバイスから開始されたト

ラフィックは、VPN ポリシーと一致しません。 VPN の一端にあるデバイスから VPN

のもう一端にある別のデバイスにテスト トラフィックを送ることを推奨します。

たとえば、1212::abcd/64 から 1111::abcd/128 に ping を送ります。

動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。 コマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

5 1111::1112 UP e48efd6a444853cf 0d09c59aafb720be Aggressive

user@host> show security ike security-associations index 5 detail

IKE peer 1111::1112, Index 5,

Role: Initiator, State: UP

Initiator cookie: e48efd6a444853cf, Responder cookie: 0d09c59aafb720be

Exchange type: Aggressive, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 1111::1111:500, Remote: 1111::1112:500

Lifetime: Expires in 19518 seconds

Peer ike-id: not valid

Xauth assigned IP: 0.0.0.0

Algorithms:

Authentication : sha1

Encryption : aes-128-cbc

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 1568

Output bytes : 2748

Input packets: 6

Output packets: 23

Flags: Caller notification sent

IPSec security associations: 5 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 1

Negotiation type: Quick mode, Role: Initiator, Message ID: 2900338624

Local: 1111::1111:500, Remote: 1111::1112:500

Local identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Remote identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Flags: Caller notification sent, Waiting for done
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意味 show security ike security-associations コマンドを入力すると、すべてのアクティブな IKE

フェーズ 1 セキュリティ アソシエーション（SA）が一覧表示されます。 SA が 1 つも表示さ

れなかった場合は、フェーズ 1 の確立に問題があったことを表します。 IKE ポリシー パラ

メータと外部インターフェースの設定を確認してください。

SA が一覧表示されたら、以下の情報を確認します。

• インデックス — 各 IKE SA に固有の値で、SA に関する詳細情報を取得するために show

security ike security-associations index index_number detail コマンドで使用することがで

きます。

• リモート アドレス — リモート IP アドレスが正しいことを確認します。

• 状態

• UP — フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN — フェーズ 1 SA の確立に問題が発生しています。

• モード — 正しいモードが使用されていることを確認します。

構成内の以下の事項が正しいことを確認します。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません）

• IKE ポリシー パラメータ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で一致している必要があります）

show security ike security-associations index 5 detail コマンドにより、インデックス番号

「5」のセキュリティ アソシエーションに関する以下の追加情報が一覧表示されます。

• 使用されている認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の有効期限

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます）

• 開始側および受信側のロール情報

注: トラブルシューティングは、受信側のロールを使用するピア上で実行すると

うまく動作します。

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中のフェーズ 2 ネゴシエーションの数

IPsec フェーズ 2 ステータスの確認

目的 IPsec フェーズ 2 ステータスを確認します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.688

Junos OS セキュリティ構成ガイド



アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。 コマンド

からインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index

index_number detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

total configured sa: 2

ID Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys Port Gateway

2 ESP:aes-128/sha1 14caf1d9 3597/ unlim - root 500 1111::1112

2 ESP:aes-128/sha1 9a4db486 3597/ unlim - root 500 1111::1112

user@host> show security ipsec security-associations index 2 detail

Virtual-system: Root

Local Gateway: 111::1111, Remote Gateway: 1111::1112

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

DF-bit: clear

Direction: inbound, SPI: 14caf1d9, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3440 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2813 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

Direction: outbound, SPI: 9a4db486, AUX-SPI: 0

, VPN Monitoring: -

Hard lifetime: Expires in 3440 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2813 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: counter-based enabled, Replay window size: 64

意味 show security ipsec security-associations コマンドの出力には、以下の情報が一覧表示されま

す。

• ID 番号は 2 です。 この値を show security ipsec security-associations index コマンドで

使用して、特定のSA に関する詳細情報を取得します。

• ポート 500 を使用する 1 組の IPsec SA ペアが存在します。これは、NAT 通過（NAT-T）が

実装されていないことを意味します （NAT 通過は、ポート4500 または無作為の数字の大き

いポートを使用します）。

• 両方向について、SPI、有効期限（秒単位）、および使用制限（または KB 単位でのライフサ

イズ）が表示されます。 3597/unlim 値は、フェーズ 2 の有効期限が 3597 秒で終わり、ラ

イフサイズが指定されていない、つまり制限がないことを示します。 VPN が確立されると、

フェーズ 2 はフェーズ 1 に依存しなくなるため、フェーズ 2 の有効期限はフェーズ 1 の

有効期限とは異なる場合があります。

• VPN 監視は、Mon 列のハイフンで示されているように、この SA では有効化されていません。

VPN 監視が有効になっている場合は、U（up）または D（down）が表示されます。

• 仮想システム（vsys）はルート システムで、常に 0 が表示されます。

show security ipsec security-associations index 2 detail コマンドの出力には、以下の情報

が一覧表示されます。
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• ローカル ID とリモート ID は、SA のプロキシ ID を構成します。

フェーズ 2 が失敗する理由としては、プロキシ ID の不一致が最もよく見られます。 ポリ

シーベース VPN では、プロキシ ID はセキュリティ ポリシーから導き出されます。 ローカ

ル アドレスとリモート アドレスは、アドレス帳エントリから導き出され、サービスは、ポ

リシーに対して構成されたアプリケーションから導き出されます。 フェーズ 2 がプロキシ

ID の不一致によって失敗した場合は、ポリシーを使って、どのアドレス帳エントリが構成さ

れているのかを確認できます。 この場合、アドレスが送信された情報と一致していることを

確認してください。 また、サービスをチェックして、ポートと送信される情報が一致してい

ることを確認してください。

注: サードパーティ ベンダーによっては、照合するプロキシ ID を手動で入力す

る必要があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 666ページのIPv6 IKE および IPsec パケット処理について

• 670ページのIPv6 IPsec 構成の概要

• 671ページの例: IPv6 IPsec Manual VPN の構成

グローバル SPI および VPN 監視機能

• グローバル SPI および VPN 監視機能について 690ページ

• 例: グローバル SPI および VPN 監視機能の構成 691ページ

グローバル SPI および VPN 監視機能について

以下のグローバル VPN 機能を使用して、VPN の効率的な動作を監視および維持します。

• SPI — セキュリティ アソシエーション（SA）のピアは、いずれかのピアで障害が発生すると

非同期になる場合があります。 たとえば、いずれかのピアが再起動すると、間違ったセキュ

リティ パラメータ インデックス（SPI）を送信する場合があります。 デバイスは、このよ

うなイベントを検出したり、不正な SPI 応答機能を構成することでピアを再同期したりする

ように設定できます。

• VPN 監視 — グローバル VPN 監視機能を使用して、インターネット制御メッセージ プロトコ

ル（ICMP）要求を定期的にピアに送信し、そのピアが到達可能かどうかを特定することがで

きます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• IPsec VPN 構成の概要

• 例: グローバル SPI および VPN 監視機能の構成（CLI）
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例: グローバル SPI および VPN 監視機能の構成

• 要件 691ページ

• 概要 691ページ

• 構成 691ページ

要件

始める前に、グローバル SPI および VPN 監視機能について理解しておきます。 690ページの

「「グローバル SPI および VPN 監視機能について」」を参照してください。

概要

この例では、不正な IPsec SPI を検出して 5 回応答してから、SA を削除して新しい SA を開

始するようにデバイスを構成します。 また、15 秒ごとにピアに ICMP 要求を送信し、ping が

15 回失敗したら、そのピアを到達不可能として宣言することで VPN を監視するようにデバイ

スを構成します。

構成

ステップごとの手順 CLI エディタでグローバル VPN 設定を構成するには、以下の手順に従います。

1. グローバル VPN 設定を指定します。

[edit]

user@host# set security ike respond-bad-spi 5

user@host# set security ipsec vpn-monitor-options interval 15 threshold 15

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 561ページの例: ポリシーベース VPN の構成

• 526ページの例: ルートベース VPN の構成

ルートベース VPN に対する仮想ルーターのサポート

この機能には、ルートベース VPN に対するルーティング インスタンスのサポートが含まれま

す。 以前のリリースでは、st0 インターフェースがデフォルト以外のルーティング インスタ

ンスに配置されていると、このインターフェースの VPN トンネルが正しく動作しませんでし

た。 Junos OS 10.4 リリースでは、st0 インターフェースのルーティング インスタンスへの

配置がサポートされており、各ユニットがポイントツーポイント モードまたはマルチポイント

モードで構成されています。 そのため、VPN トラフィックがデフォルト以外の VR で正しく動

作するようになりました。 現在は、さまざまなルーティング インスタンスで、さまざまな st0

インターフェースのサブユニットを構成できるようなっています。 デフォルト以外のルーティ

ング インスタンスでは、以下の機能がサポートされています。

• 手動鍵管理

• トランジット トラフィック

• 自己トラフィック

• VPN 監視
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• ハブアンドスポーク方式 VPN

• セキュリティ ペイロードのカプセル化（ESP）プロトコル

• 認証ヘッダー（AH）プロトコル

• アグレッシブ モードまたはメイン モード

• ループバック（lo0）インターフェースに固定された st0

• SRX シリーズ デバイスでサポートされている仮想ルーター（VR）の最大数

• アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）、侵入検出および防止（IDP）、統合型脅

威管理（UTM）などのアプリケーション

• デッドピア検出（DPD）

• シャーシ クラスタ アクティブ/バックアップ

• st0 上のオープン最短パス ファースト（OSPF）

• st0 上のルーティング情報プロトコル（RIP）

注: デフォルト以外の VR で動作する VPN トラフィックの場合は、IKE リスナをデ

フォルトの VR に配置する必要があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 696ページの仮想ルーターの制限について

例: 仮想ルーターでの st0 インターフェースの構成

この例では、仮想ルーターで st0 インターフェースを構成する方法を示します。

• 要件 692ページ

• 概要 692ページ

• 構成 693ページ

• 確認 696ページ

要件

作業を開始する前にインターフェースを構成し、そのインターフェースをセキュリティ ゾーン

に割り当てます。 147ページの「「セキュリティ ゾーンとインターフェースの概要」」を参照

してください。

概要

この例では、以下の操作を実行します。

• インターフェースを構成します。

• IKE フェーズ プロポーザルを構成します。

• IKE ポリシーを構成し、プロポーザルを参照します。
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• IKE ゲートウェイを構成し、ポリシーを参照します。

• フェーズ 2 プロポーザルを構成します。

• ポリシーを構成し、プロポーザルを参照します。

• AutoKey IKE を構成し、ポリシーおよびゲートウェイを参照します。

• セキュリティ ポリシーを構成します。

• ルーティング インスタンスを構成します。

• トンネル インターフェースへの VPN バインドを構成します。

• ルーティング オプションを構成します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.2/30

set interfaces st0 unit 0 family inet address 3.3.3.2/30

set security ike proposal first_ikeprop authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal first_ikeprop dh-group group2

set security ike proposal first_ikeprop authentication-algorithm md5

set security ike proposal first_ikeprop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ike policy first_ikepol mode main

set security ike policy first_ikepol proposals first_ikeprop

set security ike policy first_ikepol pre-shared-key ascii-text "$9$xFU-b2ZUH5Qn4aQn/CB17-V"

set security ike gateway first ike-policy first_ikepol

set security ike gateway first address 4.4.4.2

set security ike gateway first external-interface ge-0/0/0.0

set security ipsec proposal first_ipsecprop protocol esp

set security ipsec proposal first_ipsecprop authentication-algorithm hmac-md5-96

set security ipsec proposal first_ipsecprop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ipsec policy first_ipsecpol perfect-forward-secrecy keys group1

set security ipsec policy first_ipsecpol proposals first_ipsecprop

set security ipsec vpn first_vpn bind-interface st0.0

set security ipsec vpn first_vpn ike gateway first

set security ipsec vpn first_vpn ike ipsec-policy first_ipsecpol

set security ipsec vpn first_vpn establish-tunnels immediately

set security policies default-policy permit-all

set routing-instances VR1 instance-type virtual-router

set routing-instances VR1 interface ge-0/0/1.0

set routing-instances VR1 interface st0.0

set routing-instances VR1 routing-options static route 6.6.6.0/24 next-hop st0.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

VR で st0 を構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。
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[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.2/30

user@host# set interfaces st0 unit 0 family inet address 3.3.3.2/30

2. IPsec トンネルのフェーズ 1 を構成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal first_ikeprop authentication-method pre-shared-keys

user@host# set proposal first_ikeprop dh-group group2

user@host# set proposal first_ikeprop authentication-algorithm md5

user@host# set proposal first_ikeprop encryption-algorithm 3des-cbc

3. IKE ポリシーを構成し、プロポーザルを参照します。

[edit security ike]

user@host# set policy first_ikepol mode main

user@host# set policy first_ikepol proposals first_ikeprop

user@host# set policy first_ikepol pre-shared-key ascii-text

"$9$xFU-b2ZUH5Qn4aQn/CB17-V"

4. IKE ゲートウェイを構成し、ポリシーを参照します。

[edit security ike]

user@host# set gateway first ike-policy first_ikepol

user@host# set gateway first address 4.4.4.2

user@host# set gateway first external-interface ge-0/0/0.0

5. IPsec トンネルのフェーズ 2 を構成します。

[edit security ipsec]

user@host# set proposal first_ipsecprop protocol esp

user@host# set proposal first_ipsecprop authentication-algorithm hmac-md5-96

user@host# set proposal first_ipsecprop encryption-algorithm 3des-cbc

6. ポリシーを構成し、プロポーザルを参照します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy first_ipsecpol perfect-forward-secrecy keys group1

user@host# set policy first_ipsecpol proposals first_ipsecprop

7. AutoKey IKE を構成し、ポリシーおよびゲートウェイを参照します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn first_vpn ike gateway first

user@host# set vpn first_vpn ike ipsec-policy first_ipsecpol

user@host# set vpn first_vpn establish-tunnels immediately

8. トンネル インターフェースへの VPN バインドを構成します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn first_vpn bind-interface st0.0

9. セキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies]

user@host# set default-policy permit-all

10. ルーティング インスタンスで st0 を構成します。

[edit routing-instances]

user@host# set VR1 instance-type virtual-router

user@host# set VR1 interface ge-0/0/1.0
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user@host# set VR1 interface st0.0

11. ルーティング オプションを構成します。

[edit routing-instances VR1 routing-options]

user@host# set static route 6.6.6.0/24 next-hop st0.0

結果 構成モードで、show security および show routing-instances コマンドを入力して構成内容を

確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正

します。

user@host# show security

ike {

proposal first_ikeprop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm md5;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy first_ikepol {

mode main;

proposals first_ikeprop;

pre-shared-key ascii-text "$9$xFU-b2ZUH5Qn4aQn/CB17-V"; ## SECRET-DATA

}

gateway first {

ike-policy first_ikepol;

address 4.4.4.2;

external-interface ge-0/0/0.0;

}

}

ipsec {

proposal first_ipsecprop {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-md5-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy first_ipsecpol {

perfect-forward-secrecy {

keys group1;

}

proposals first_ipsecprop;

}

vpn first_vpn {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway first;

ipsec-policy first_ipsecpol;

}

establish-tunnels immediately;

}

}

policies {

default-policy {

permit-all;

}

}
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user@host# show routing-instances

VR1 {

instance-type virtual-router;

interface ge-0/0/1.0;

interface st0.0;

routing-options {

static {

route 6.6.6.0/24 next-hop st0.0;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 仮想ルーターでの st0 インターフェースの確認 696ページ

仮想ルーターでの st0 インターフェースの確認

目的 仮想ルーターで st0 インターフェースを確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces st0.0 detail コマンドを入力します。 ルーティング テーブル

に対して表示される番号は、show route all コマンドのルーティング テーブルでの順序に対応

しています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

仮想ルーターの制限について

仮想ルーター（VR）について、以下の機能は、このリリースではサポートされていません。

• VR 内部のポイントツーマルチポイント トンネル

• VR 内部の動的エンドポイント VPN およびリモート アクセス VPN

• VR 内部の NAT 通過（NAT-T）

• VR 内部のポリシーベース VPN

• VR 内部の公開鍵基盤（PKI）

• VR 内部のインターネット鍵交換（IKE）

• VR 内部の VPN を使用したシャーシ クラスタ アクティブ/アクティブ

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 691ページのルートベース VPN に対する仮想ルーターのサポート
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VPN アラームと監査について

アラームは、VPN 障害によってトリガーされます。 VPN アラームは、システムが以下のいずれ

かの監査対象イベントを監視している場合に生成されます。

• 認証の失敗 — パケット認証の失敗数が指定数に到達した場合にシステム アラームを生成する

ようにデバイスを構成できます。

• 暗号化および復号化の失敗 — 暗号化または復号化の失敗数が指定数を超過した場合にシステム

アラームを生成するようにデバイスを構成できます。

• IKE フェーズ 1 および IKE フェーズ 2 の失敗 — インターネット鍵交換（IKE）フェーズ 1 ネ

ゴシエーションは、IKE セキュリティ アソシエーション（SA）を確立する目的で使用されま

す。 これらの SA によって、IKE フェーズ 2 ネゴシエーションが保護されます。 IKE フェー

ズ 1 または IKE フェーズ 2 の失敗数が指定数を超過した場合にシステム アラームを生成

するようにデバイスを構成できます。

• セルフテストの失敗 — セルフテストは、電源投入時または再起動時にデバイスが実行するテ

ストで、セキュリティ ソフトウェアがデバイスに正しく実装されているかどうかを確認しま

す。

セルフテストでは、暗号化アルゴリズムの正しさを確認します。 JUNOS-FIPS イメージは、

電源投入時に自動的にセルフテストを実行し、鍵ペアの生成に対して継続的に実行します。

ドメスティック イメージまたは FIPS イメージのいずれかで、定義されたスケジュールに

従って、要求に応じて、または鍵生成の直後にセルフテストを実行するように構成すること

ができます。

セルフテストが失敗した場合にシステム アラームを生成するようにデバイスを構成できま

す。

• IDP フロー ポリシー攻撃 — 侵入検出および防止（IDP）ポリシーを使用することで、ネット

ワーク トラフィックに対してさまざまな攻撃検出および保護技法を使用することができま

す。 IDP フロー ポリシー違反が発生した場合にシステム アラームを生成するようにデバイ

スを構成できます。

• 再生攻撃 — 再生攻撃とは、有効なデータ送信を悪意を持って、または不正に繰り返したり遅

延させたりするネットワーク攻撃です。 再生攻撃が発生した場合にシステム アラームを生

成するようにデバイスを構成できます。

以下の場合は、syslog メッセージの生成を伴います。

• 対象鍵生成の失敗

• 非対象鍵生成の失敗

• 手動鍵配布の失敗

• 自動鍵配布の失敗

• 鍵廃棄の失敗

• 鍵の取り扱いおよび保管の失敗

• データ暗号化または復号化の失敗

• 署名の失敗
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• 鍵一致の失敗

• 暗号ハッシングの失敗

• IKE の障害

• 受信パケットの認証の失敗

• 不正なパディング コンテンツによる復号エラー

• リモート VPN ピア デバイスから受信した証明書の代替サブジェクト フィールドで指定され

た長さの不一致

アラームは、syslog メッセージに基づいて発生します。 すべての障害がログに記録されます

が、アラームは、しきい値に到達した場合のみ生成されます。

アラーム情報を表示するには、show security alarms コマンドを実行します。 違反カウントと

アラームは、システムの再起動時に保持されません。 再起動後は、違反カウントがゼロにリ

セットされ、アラームはアラーム キューから消去されます。

適切なアクションを実行したら、アラームを消去することができます。 アラームは、消去する

まで（またはデバイスを再起動するまで）は、キューに残されます。 アラームを消去するに

は、clear security alarms コマンドを実行します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 701ページの例: セキュリティ アラームの通知として音声アラートを設定する

• 702ページの例: 潜在的な違反に応じたセキュリティ アラームの生成

例: FIPS セルフテストの構成

この例では、FIPS セルフテストが定期的に、および鍵生成に応じて実行されるように構成する

方法を示します。

• 要件 698ページ

• 概要 698ページ

• 構成 699ページ

• 確認 700ページ

要件

FIPS セルフテストを構成するには、管理権限が必要です。

デバイスは、Junos FIPS ソフトウェア リリース 11.1 以降を実行している必要があります。

概要

Junos FIPS セルフサービスは、以下の一連の既知回答テスト（KAT）で構成されています。

• kernel_kats — カーネル暗号化ルーチンの KAT

• md_kats — libmd および libc の KAT
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• openssl_kats— Openssl 暗号化実装の KAT

• ssh_ipsec_kats — SSH IPSEC ツールキット暗号化実装の KAT

この例では、毎週水曜日の午前 9:00 に FIPS セルフテストを実行します。

注: month および day-of-month ステートメントを含めることで、毎週ではなく毎月

テストを実行するように構成できます。

KAT テストが失敗すると、KAT テスト失敗の詳細とともに、システム ログ メッセージ ファイ

ルにログ メッセージが書き込まれます。 その後、システムはパニック状態になり、再起動し

ます。

この例では、鍵生成の後に、FIPS セルフテストが適切な KAT を実行します。 いずれかのテス

トが失敗すると、生成された鍵は使用されません。

構成

CLI 簡単構成 FIPS セルフテストをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付けま

す。

[edit]

set system fips-selftest periodic-selftest start-time "09:00:00 +0530"

set system fips-selftest periodic-selftest day-of-week 3

set system fips-selftest after-keygeneration enable

ステップごとの手順 FIPS セルフテストを構成するには、以下の手順に従います。

1. 毎週水曜日の午前 9:00 に FIPS セルフテストを実行するように構成します。

[edit system fips-selftest]

user@host# set periodic-selftest start time "09:00:00 +0530"

user@host# set periodic-selftest day-of-week 3

2. 鍵生成の後に、FIPS セルフテストが適切な KAT を実行するように構成します。

[edit system fips-selftest]

user@host# set after-keygeneration enable

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit system fips-selftest]

user@host# commit

構成モードで、show system コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成

と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

user@host# show system

fips-selftest {

after-keygeneration enable;

periodic-selftest {

start-time "09:00:00 +0530";

day-of-week 3;

}
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}

確認

FIPS セルフテストの確認

目的 FIPS セルフテストが有効になっていることを確認します。

アクション FIPS セルフテストは、request system fips-selftest（Junos-FIPS ソフトウェア）コマンドを発

行して手動で実行できます。

request system fips-selftest コマンドを発行すると、システム ログ ファイルが更新され、実

行中の KAT が表示されます。 システム ログ ファイルを表示するには、file show

/var/log/messages コマンドを実行します。

user@host> file show /var/log/messages

Oct 25 22:28:50 host kernel_kats[5358]: DES3-CBC Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:50 host kernel_kats[5358]: HMAC-SHA1 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:50 host kernel_kats[5358]: HMAC-SHA2-256 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:50 host kernel_kats[5358]: SHA-2 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:50 host kernel_kats[5358]: AES128-CMAC Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:50 host kernel_kats[5358]: AES-CBC Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:50 host kernel_kats[5358]: FIPS Known Answer Tests passed

Oct 25 22:28:50 host md_kats[5360]: HMAC-SHA1 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:50 host md_kats[5360]: HMAC-SHA2-256 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:50 host md_kats[5360]: FIPS Known Answer Tests passed

Oct 25 22:28:50 host openssl_kats[5362]: FIPS RNG Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:57 host openssl_kats[5362]: FIPS DSA Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:57 host openssl_kats[5362]: FIPS ECDSA Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:28:58 host openssl_kats[5362]: FIPS ECDH Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host openssl_kats[5362]: FIPS RSA Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host openssl_kats[5362]: DES3-CBC Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host openssl_kats[5362]: HMAC-SHA1 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host openssl_kats[5362]: SHA-2 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host openssl_kats[5362]: AES-CBC Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host openssl_kats[5362]: ECDSA-SIGN Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host openssl_kats[5362]: KDF-IKE-V1 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host openssl_kats[5362]: FIPS Known Answer Tests passed
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Oct 25 22:29:00 host ssh_ipsec_kats[5364]: DES3-CBC Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host ssh_ipsec_kats[5364]: HMAC-SHA1 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host ssh_ipsec_kats[5364]: HMAC-SHA2-256 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host ssh_ipsec_kats[5364]: SHA-2 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:00 host ssh_ipsec_kats[5364]: AES-CBC Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:01 host ssh_ipsec_kats[5364]: SSH-RSA-ENC Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:03 host ssh_ipsec_kats[5364]: SSH-RSA-SIGN Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:03 host ssh_ipsec_kats[5364]: KDF-IKE-V1 Known Answer Test: Passed

Oct 25 22:29:03 host ssh_ipsec_kats[5364]: FIPS Known Answer Tests passed

意味 システム ログ ファイルには、KAT が実行された日時と、そのステータスが表示されます。

関連項目 例: 管理ロールの構成•

例: セキュリティ アラームの通知として音声アラートを設定する

この例では、新しいセキュリティ イベントが発生したときに、システム アラート ビープが生

成されるようにデバイスを構成する方法を示します。 デフォルトでは、音声アラームは発生し

ません。

• 要件 701ページ

• 概要 701ページ

• 構成 701ページ

• 確認 702ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません

概要

この例では、セキュリティ アラームに応答して、ビープ音が生成されるように設定します。

構成

ステップごとの手順 音声アラームを設定するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ アラームを有効にします。

[edit]

user@host# edit security alarms

2. ビープ音によってセキュリティ アラームが通知されるように指定します。

[edit security alarms]

user@host# set audible
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3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit security alarms]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security alarms detail コマンドを入力

します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

例: 潜在的な違反に応じたセキュリティ アラームの生成

この例では、潜在的な違反が発生したときにシステム アラームを生成するようにデバイスを構

成する方法を示します。 デフォルトでは、潜在的な違反が発生してもアラームは発生しませ

ん。

• 要件 702ページ

• 概要 702ページ

• 構成 702ページ

• 確認 704ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません

概要

この例では、以下の場合にアラームが発生するように構成します。

• 認証の失敗回数が 6 回を超えた場合。

• 暗号化セルフテストに失敗した場合。

• 非暗号化セルフテストに失敗した場合。

• 鍵生成セルフテストに失敗した場合。

• 暗号化の失敗回数が 10 回を超えた場合。

• 復号化の失敗回数が 1 回を超えた場合。

• IKE フェーズ 1 の失敗回数が 10 回を超えた場合。

• IKE フェーズ 2 の失敗回数が 1 回を超えた場合。

• 再生攻撃が発生した場合。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。
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set security alarms potential-violation authentication 6

set security alarms potential-violation cryptographic-self-test

set security alarms potential-violation non-cryptographic-self-test

set security alarms potential-violation key-generation-self-test

set security alarms potential-violation encryption-failures threshold 10

set security alarms potential-violation decryption-failures threshold 1

set security alarms potential-violation ike-phase1-failures threshold 10

set security alarms potential-violation ike-phase2-failures threshold 1

set security alarms potential-violation replay-attacks

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

潜在的な違反に応答してアラームを構成するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ アラームを有効にします。

[edit]

user@host# edit security alarms

2. 認証の失敗が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation]

user@host# set authentication 6

3. 暗号化セルフテストの失敗が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation]

user@host# set cryptographic-self-test

4. 非暗号化セルフテストの失敗が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation]

user@host# set non-cryptographic-self-test

5. 鍵生成セルフテストの失敗が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation]

user@host# set key-generation-self-test

6. 暗号化の失敗が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation]

user@host# set encryption-failures threshold 10

7. 復号化の失敗が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation]

user@host# set decryption-failures threshold 1

8. IKE フェーズ 1 の失敗が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation]

user@host# set ike-phase1-failures threshold 10

9. IKE フェーズ 2 の失敗が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。

[edit security alarms potential-violation]

user@host# set ike-phase2-failures threshold 1

10. 再生攻撃が発生した場合に、アラームが発生するように指定します。
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[edit security alarms potential-violation]

user@host# set replay-attacks

結果 構成モードで、show security alarms コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図

した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

potential-violation {

authentication 6;

cryptographic-self-test;

decryption-failures {

threshold 1;

}

encryption-failures {

threshold 10;

}

ike-phase1-failures {

threshold 10;

}

ike-phase2-failures {

threshold 1;

}

key-generation-self-test;

non-cryptographic-self-test;

replay-attacks;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security alarms コマンド

を入力します。

関連項目 • Junos OS CLI Reference

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 697ページのVPN アラームと監査について

• 701ページの例: セキュリティ アラームの通知として音声アラートを設定する
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第21章

証明書の公開鍵暗号化

• 証明書および PKI について 705ページ

• デジタル証明書の構成の概要 709ページ

• 公開鍵/秘密鍵のペア 711ページ

• CA プロファイル 712ページ

• 証明書の登録 714ページ

• 証明書要求 718ページ

• 証明書のロード 720ページ

• CRL 722ページ

• 自己署名証明書 728ページ

• 証明書の削除（CLI 手順） 731ページ

• 暗号鍵の取り扱いの概要 731ページ

証明書および PKI について

digital certificate は、信頼されたサードパーティを通じてユーザー識別をする電子的手段

で、いわゆる認証機関（CA）として知られています。 また、別の方法として、自己署名した証

明書を使って ID 認証するともできます。

CA サーバーは独立した CA が所有して運営することも、自分の組織が所有して運営することも

できます。後者の場合は、自分自身が自分専用の CA になります。 独立した CA を使用する場

合は、その CA に CA と証明書失効リスト（CRL）サーバーのアドレス（証明書と証明書失効リ

ストを取得するため）と、個人証明書要求の発行時に必要な情報を求める必要があります。 自

身が自分の CA になる場合は、これらの情報を自分で決定することになります。

注: SSH バージョンは、Junos OS のエクスポート エディションではサポートされ

ていません。

公開鍵基盤（PKI）は、デジタル証明書管理のためのインフラストラクチャを提供します。

このトピックには以下のセクションがあります。

• 証明書の署名と検証 706ページ

• 公開鍵基盤 706ページ
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• PKI 管理と実装 708ページ

• インターネット鍵交換 709ページ

証明書の署名と検証

証明書を発行する CA は、メッセージ ダイジェスト 5（MD5）またはセキュア ハッシュ アル

ゴリズム 1（SHA-1）を使用してダイジェストを生成し、秘密鍵を使ってダイジェストを暗号化

することで証明書に「署名」します。 こうして作成されるのがデジタル署名です。 次に CA

は、証明書を要求するユーザーが、デジタル署名された証明書をダウンロードできるようにし

ます。 706ページの図61 は、このプロセスを示したものです。

証明書の受取側は、証明書ファイルに対して同じ MD5 または SHA-1 ハッシュ アルゴリズムを

適用することで別のダイジェストを生成し、CA の公開鍵を使って、デジタル署名を復号化しま

す。 復号化されたダイジェストと生成されたダイジェストを比較することで、受取側は CA の

署名の保全性を確認できます。これにより、付随する証明書の保全性を確認できることになり

ます。 706ページの図61 は、このプロセスを示したものです。

注: エンドエンティティ（EE）証明書の発行者がルート証明書でない場合、8 レベ

ルまでが検証されます。 また、検証チェーン内での各証明書の失効ステータスも検

証されます。 証明書失効ステータスは、CRL 内にそのシリアル番号が含まれていな

い場合に「有効」と見なされ、CA プロファイルの更新要件が満たされます。

図 61: デジタル署名の検証

公開鍵基盤

証明書の信頼性を確認するには、ローカル証明書の発行局から CA ドメインのルート認証機関

までさかのぼり、証明済みの認証機関（CA）のパスを追跡できなければなりません。 Public

key infrastructure（PKI）という用語は、公開鍵暗号化の有効実施に必要なトラストの階層構

造を意味しています。
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707ページの図62 は、単一ドメインの認証機関の構造を示したものです。

図 62: トラストの PKI 階層 — CA ドメイン

証明書をある組織内のみで使用する場合、この組織は専用の CA ドメインを取得し、その中で

会社の CA が社員の証明書を発行し、認証することができます。 また、その組織がその後、他

の CA ドメイン（自己の CA ドメインを持つ他組織の従業員など）との間で証明書の交換を希

望する場合、2 つの CA は、互いの認証を信用することに同意することで、相互証明を実施す

ることができます。 この場合、PKI 構造は垂直方向ではなく、水平方向に拡大することになり

ます。 708ページの図63 を参照してください。
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図 63: 相互証明

PKI 管理と実装

Junos OS での証明書ベースの認証に必要な最小 PKI 要素は、以下のとおりです。

• CA 証明書および権限の構成

• デバイスのID（IKE ID タイプや値など）が含まれるローカル証明書、および秘密鍵/公開鍵

• CRL による証明書の検証

Junos OS は、以下の 3 種類の PKI オブジェクトをサポートしています。

• 秘密鍵/公開鍵のペア

• 証明書

• ローカル証明書 — ローカル証明書には、公開鍵と Juniper Networks デバイスの ID 情報

が含まれます。 Juniper Networks デバイスは、関連付けられた秘密鍵を所有します。 こ

の証明書は、Juniper Networks デバイスからの証明書要求に基づいて生成されます。

• 保留証明書 — 保留証明書には、鍵のペアと、PKCS10 証明書要求に対して生成され、手動

で認証機関（CA）に送信された ID 情報が含まれます。 Juniper Networks デバイスが CA

からの証明書を待機している間、既存のオブジェクト（鍵のペアと証明書要求）が証明書

要求または保留証明書としてタグ付けられます。

注: Junos OS リリース 9.0 以降では、簡易認証送受信プロトコル（SCEP）に

よって、証明書要求の自動送信をサポートしています。
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• CA 証明書 — CA が証明書を発行し、Junos デバイスにロードされると、保留証明書が新し

く生成されたローカル証明書に置き換えられます。 デバイスにロードされたその他すべて

の証明書は、CA 証明書とみなされます。

便利で実用的にするために、PKI は管理と実装を透過的にする必要があります。 そのため、

Junos OS は以下の機能をサポートしています。

• 公開鍵/秘密鍵のペアを生成します。

• 異なる CA から複数のローカル証明書をロードします。

• IPsec トンネル確立の際に証明書を配信します。

• PKI 階層内のCA 権限の 8 レベル上位までの証明書パスを検証します。

• 公開鍵暗号化標準 #7（PKCS #7）による暗号化をサポートしています。 そのため、デバイス

は、X.509 証明書と、PKCS #7 エンベロープ内にパッケージされた証明書失効リスト（CRL）

を受け入れることができます。

注: Junos OS は、7 KB までの PKCS #7 ファイルに対応しています。

• 軽量ディレクトリ アクセス プロトコル（LDAP）またはハイパーテキスト転送プロトコル

（HTTP）によって、CRL をオンラインで取得します。

インターネット鍵交換

インターネット鍵交換（IKE）セッションの参加者 2 人の間で送信されるメッセージのデジタ

ル署名も、デジタル証明書の検証と同様の手順で行われますが、以下のような相違点がありま

す。

• 送信者は CA 証明書からではなく、IP パケット ペイロードのデータからダイジェストを作

成します。

• 受取側は CA ではなく、送信者の公開鍵/秘密鍵ペアを使用します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

•

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

• 505ページのVPN の概要

デジタル証明書の構成の概要

CA 証明書およびローカル証明書は、手動で取得するか、簡易認証送受信プロトコル（SCEP）を

使ってオンラインで取得できます。 証明書は認証可能かつ更新可能で、必要がなくなった場合

は削除することができます。

Junos OS リリース 8.5 以前では、手動による証明書要求だけをサポートしています。 このプ

ロセスには、PKCS10 要求の生成、CA への送信、署名済み証明書の取得、および手動による

Juniper Networks デバイスへの証明書のロードが含まれます。
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SCEP からの証明書要求の自動送信は、Junos OS リリース 9.0 以降でのみサポートされていま

す。

セキュア VPN 接続の確立時にデジタル証明書を使用して自分の身元を認証するには、まず以下

の操作を実行します。

• ローカル証明書を受け取ろうとする CA の証明書を取得し、デバイスにロードします。 CA

証明書には、無効な証明書を識別するための CRL を含めることができます。

• すでにロードした CA 証明書を持つ CA からローカル証明書を取得し、このローカル証明書

をデバイスにロードします。 ローカル証明書は、相互のトンネル接続によって、Juniper

Networks デバイスの ID を確立します。

このトピックには以下のセクションがあります。

• オンラインでのデジタル証明書の有効化: 構成の概要 710ページ

• デジタル証明書の手動生成: 構成の概要 710ページ

オンラインでのデジタル証明書の有効化: 構成の概要

SCEP は、デジタル証明書の要求にオンラインの方法を使用します。 オンラインで証明書を取

得するには、以下の操作を実行します。

1. デバイスで鍵のペアを生成します。 712ページの「「例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

2. CA に固有の情報を含む CA プロファイルを作成します。 713ページの「「例: CA プロファ

イルの構成」」を参照してください。

3. CA 証明書を登録します。 714ページの「「SCEP を使用したオンラインでの CA 証明書の登

録」」を参照してください。

4. すでにロードした CA 証明書を持つ CA からローカル証明書を登録します。 715ページの

「「例: SCEP を使用したオンラインでのローカル証明書の登録」」を参照してください。

5. 自動再登録を構成します。 717ページの「「例: SCEP を使用したローカル証明書の自動更

新」」を参照してください。

デジタル証明書の手動生成: 構成の概要

デジタル証明書を手動で取得するには、以下の手順に従います。

1. デバイスで鍵のペアを生成します。 712ページの「「例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

2. CA に固有の情報を含む CA プロファイルを作成します。 713ページの「「例: CA プロファ

イルの構成」」を参照してください。

3. ローカル証明書用の CSR を生成し、CA サーバーに送ります。 719ページの「「例: ローカ

ル証明書用の CSR の手動生成および CA サーバーへの送信」」を参照してください。

4. デバイスに証明書をロードします。 721ページの「「例: 手動による CA およびローカル証

明書のロード」」を参照してください。

5. 自動再登録を構成します。 717ページの「「例: SCEP を使用したローカル証明書の自動更

新」」を参照してください。
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6. 必要に応じて、証明書の CRL をデバイスでロードします。 723ページの「「例: 手動による

デバイスへの CRL のロード」」を参照してください。

7. 必要に応じて、CRL の場所を使用して CA プロファイルを構成します。 726ページの「「例:

CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 705ページの証明書および PKI について

• 724ページの例: 証明書の有効性の確認

• 726ページの例: CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成

• 731ページの証明書の削除（CLI 手順）

公開鍵/秘密鍵のペア

• 公開鍵暗号化について 711ページ

• 例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成 712ページ

公開鍵暗号化について

公開鍵暗号化の際に使用される公開鍵/秘密鍵のペアは、デジタル証明書を使用する際に重要な

役割を果たします。 public-private key pair は、データの暗号化と復号化を実行します。

データ所有者が一般に公開する公開鍵によって暗号化されたデータは、秘密保持、保護のため

に設定された対応する秘密鍵によってのみ復号できます。 たとえば、Alice が Bob に暗号化

されたメッセージを送信する場合、Alice は Bob の公開鍵でメッセージを暗号化し、送信する

ことができます。 そしてメッセージを受け取った Bob は、秘密鍵でメッセージを復号できる

ということになります。

また、この逆の方法、つまり秘密鍵でデータを暗号化し、対応する公開鍵で復号するという方

法も有用です。 このプロセスは、デジタル署名の作成として知られています。 たとえば、Alice

が送信者であることを示す場合、メッセージを自身の秘密鍵で暗号化し、Bob に送信すること

ができます。 Bob は Alice の公開鍵でメッセージを復号し、Alice が実際の送信者であるこ

とを確認します。

公開鍵と秘密鍵のペアを生成すると、デバイスは、証明書ストア内のファイルにこの鍵のペア

を自動的に保存します。その後、この鍵は証明書要求コマンドで使用されます。 生成された鍵

のペアは、certificate-id.priv として保存されます。

注: デフォルトの RSA および DSA 鍵サイズは 1024 ビットです。 簡易認証送受信

プロトコル（SCEP）を使用している場合、Junos OS は RSA だけをサポートします。

注: デバイスが大量の証明書を一度に更新し、そのために鍵を大量に使用する場合

は、事前生成の鍵が足りなくなり、新規の要求ごとに迅速に生成しなければなりま

せん。 この場合、鍵の生成がデバイスのパフォーマンスに影響を及ぼす場合があり

ます。特に、高可用性（HA）環境では、デバイスのパフォーマンスが数分間にわた

り低下します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 705ページの証明書および PKI について

• 712ページの例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成

この例では、公開鍵/秘密鍵のペアを生成する方法を示します。

• 要件 712ページ

• 概要 712ページ

• 構成 712ページ

• 確認 712ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません

概要

この例では、ca-ipsec という名前の公開鍵と秘密鍵のペアを生成します。

構成

ステップごとの手順 公開鍵/秘密鍵のペアを生成するには、以下の手順に従います。

1. 証明書鍵のペアを作成します。

[edit]

user@host> request security pki generate-key-pair certificate-id ca-ipsec

確認

公開鍵/秘密鍵のペアが生成されると、Juniper Networks デバイスには以下のように表示され

ます。

generated key pair ca-ipsec, key size 1024 bits

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 711ページの公開鍵暗号化について

• 724ページの例: 証明書の有効性の確認

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

CA プロファイル

• 認証機関プロファイルについて 713ページ

• 例: CA プロファイルの構成 713ページ
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認証機関プロファイルについて

認証機関（CA）プロファイル構成には、CA 固有の情報が含まれます。 デバイスには複数の CA

プロファイルを配置することができます。 たとえば、Microsoft 用に 1 つのプロファイル、

Entrust 用に 1 つのプロファイルを配置することができます。 各プロファイルは、CA 証明書

と関連付けられます。 古い CA 証明書を削除せずに新しい CA 証明書をロードする場合は、新

しい CA プロファイル（Microsoft-2008 など）を作成する必要があります。

注: サポートされている CA は Entrust、Microsoft、および Verisign です。 SCEP

は Microsoft CA だけをサポートしています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 705ページの証明書および PKI について

• 713ページの例: CA プロファイルの構成

例: CA プロファイルの構成

この例では、CA プロファイルを構成する方法を示します。

• 要件 713ページ

• 概要 713ページ

• 構成 713ページ

• 確認 714ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません

概要

この例では、CA ID が microsoft-2008 で、ca-profile-ipsec という名前の CA プロファイル

を作成します。 この構成では、CRL を 48 時間ごとに更新し、CRL の取得ロケーションが

http://www.my-ca.com であることを指定します。 この例では、登録再試行値を 20 に設定し

ます （デフォルトの再試行値は 10 です）。

自動証明書ポーリングは、30 秒ごとに設定します。 再試行間隔を構成せずに再試行だけを構

成すると、デフォルトの再試行間隔は 900 秒（つまり 15 分）となります。 再試行も再試行

間隔も構成しないと、ポーリングは行われません。

構成

ステップごとの手順 CA プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. CA プロファイルを作成します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile ca-profile-ipsec ca-identity microsoft-2008

revocation-check crl refresh-interval 48 url http://www.my-ca.com/my-crl.crl
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2. 登録再試行値を指定します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile ca-profile-ipsec enrollment retry 20

3. オンラインで自動的に CA 証明書を登録する各試行間の間隔を秒単位で指定します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile ca-profile-ipsec enrollment retry-interval

1800

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security pki コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 713ページの認証機関プロファイルについて

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

証明書の登録

• オンラインでの CA 証明書の登録について 714ページ

• SCEP を使用したオンラインでの CA 証明書の登録 714ページ

• 例: SCEP を使用したオンラインでのローカル証明書の登録 715ページ

• 例: SCEP を使用したローカル証明書の自動更新 717ページ

オンラインでの CA 証明書の登録について

簡易認証送受信プロトコル（SCEP）では、オンラインで認証機関（CA）証明書を取得し、指定

された証明書 ID についてオンライン登録を開始するように、Juniper Networks デバイスを構

成することができます。 CA 公開鍵は、リモート ピアからの証明書を検証します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 711ページの公開鍵暗号化について

• 705ページの証明書および PKI について

• 714ページのSCEP を使用したオンラインでの CA 証明書の登録

• 715ページの例: SCEP を使用したオンラインでのローカル証明書の登録

SCEP を使用したオンラインでの CA 証明書の登録

始める前に、以下のことを行います。

1. 公開鍵/秘密鍵のペアを生成します。 712ページの「「例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」

を参照してください。
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2. CA プロファイルを作成します。 713ページの「「例: CA プロファイルの構成」」を参照し

てください。

オンラインで CA 証明書を登録するには、以下の手順に従います。

1. SCEP を使用して、オンラインで CA 証明書を取得します （CA サーバーに到達するために

必要な属性は、定義済み CA プロファイルから取得されます）。

user@host> request security pki ca-certificate enroll ca-profile ca-profile-ipsec

このコマンドは、受け取った CA 証明書の指紋を提供するため、同時に処理されます。

Fingerprint:

e6:fa:d6:da:e8:8d:d3:00:e8:59:12:e1:2c:b9:3c:c0:9d:6c:8f:8d (sha1)

82:e2:dc:ea:48:4c:08:9a:fd:b5:24:b0:db:c3:ba:59 (md5)

Do you want to load the above CA certificate ? [yes,no]

2. 正しい証明書がロードされていることを確認します。 CA 証明書は、CLI プロンプトで yes

と入力した場合にだけロードされます。

鍵のペアのビット長など、証明書に関する詳細情報については、show security pki

ca-certificate コマンドを使用します（ 『Junos OS CLI Reference』を参照してくださ

い）。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 714ページのオンラインでの CA 証明書の登録について

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

• 715ページの例: SCEP を使用したオンラインでのローカル証明書の登録

• 717ページの例: SCEP を使用したローカル証明書の自動更新

例: SCEP を使用したオンラインでのローカル証明書の登録

この例では、オンラインでローカル証明書を登録する方法を示します。

• 要件 715ページ

• 概要 716ページ

• 構成 716ページ

• 確認 717ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 公開鍵/秘密鍵のペアを生成します。 712ページの「「例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

• 認証機関プロファイルを構成します。 713ページの「「例: CA プロファイルの構成」」を参

照してください。

• CA 証明書を登録します。 714ページの「「SCEP を使用したオンラインでの CA 証明書の登

録」」を参照してください。
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概要

この例では、オンラインでローカル証明書を取得し、SCEP を使って指定された証明書 ID につ

いてオンライン登録を開始するように、Juniper Networks デバイスを構成します。 CA プロ

ファイルの名前を ca-profile-ipsec と指定し、CA の場所を

http://10.155.8.1/certsrv/mscep/mscep.dll に指定します。

request security pki local-certificate enroll コマンドを使って、指定した証明書 ID につい

てオンライン登録を開始します。 CA プロファイル名（ca-profile-ipsec など）、事前に生成

された鍵のペアに対応する証明書 ID（qqq など）、および以下の情報を指定する必要がありま

す。

注: SCEP は、PKCS #7 形式でエンベロープされた PKCS #10 形式の証明書要求を送

信します。

• 証明書の登録と失効に使用する、aaa などのチャレンジ CA パスワード。 CA がチャレンジ

パスワードを提供していない場合は、自分自身でパスワードを選びます。

• 以下の 1 つ以上の値。

• IKE ネゴシエーション時に証明書オーナーを識別するためのドメイン名（qqq.juniper.net

など）

• 電子メール ステートメントで IKE ネゴシエーションを行う証明書オーナーの ID

（qqq@juniper.net など）

• デバイスが静的 IP アドレス用に構成されている場合は、IP アドレス（10.10.10.10 など）

• クオーテーション マークで囲んだ、識別名形式でのサブジェクト名（ドメイン コンポーネ

ント（DC）、共通名（CN）、組織単位名（OU）、組織名（O）、地域（L）、州（ST）、国（C）

など）を指定します。

デバイス証明書が取得されると、証明書 ID について、オンライン登録が始まります。 このコ

マンドは非同期で処理されます。

構成

ステップごとの手順 ローカル証明書をオンラインで登録するには、以下の手順に従います。

1. CA プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile ca-profile-ipsec enrollment url

http://10.155.8.1/certsrv/mscep/mscep.dll

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

3. 動作モード コマンドを実行して、登録プロセスを開始します。

user@host> request security pki local-certificate enroll ca-profile ca-profile-ipsec

certificate-id qqq challenge-password aaa domain-name qqq.juniper.net email
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qqq@juniper.net ip-address 10.10.10.10 subject DC=juniper, CN=router3, OU=marketing,

O=juniper, L=sunnyvale, ST=california, C=us

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security pki コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 714ページのオンラインでの CA 証明書の登録について

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

• 714ページのSCEP を使用したオンラインでの CA 証明書の登録

• 717ページの例: SCEP を使用したローカル証明書の自動更新

例: SCEP を使用したローカル証明書の自動更新

この例では、SCEP を使用して自動的にローカル証明書を更新する方法を示します。

• 要件 717ページ

• 概要 717ページ

• 構成 718ページ

• 確認 718ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• オンラインまたは手動で証明書を取得します。 710ページの「「オンラインでのデジタル証明

書の有効化: 構成の概要」」を参照してください。

• ローカル証明書を取得します。 715ページの「「例: SCEP を使用したオンラインでのローカ

ル証明書の登録」」を参照してください。

概要

オンライン登録または手動ロードで取得した証明書を自動的に更新するように、デバイスを構

成することができます。 自動証明書更新により、デバイスの証明書が期限切れになる前に更新

する必要性について考慮する必要がなくなります。また、有効な証明書を常時管理する上でも

役に立ちます。

デフォルトでは、自動証明書更新は無効です。 自動証明書更新を有効化し、証明書が期限切れ

になる前に更新する要求を自動的に送信するように、デバイスを構成することができます。 デ

バイスに証明書更新要求を送信させる時期は、有効期限までの日数と分で設定できます。 証明

書ごとに異なる時間を設定することで、デバイスがすべての証明書を一度に更新しなくても済

むようにできます。

この機能を動作させるには、デバイスが SCEP サーバーにアクセスできなければなりません。

また、更新処理中に証明書がデバイスに存在しなければなりません。 さらに、証明書を発行す

る CA が同じ DN を返せることも確認する必要があります。 CA は、新しい証明書内のサブジェ

クト名または代替サブジェクト名拡張子を変更してはなりません。
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この例では、自動 SCEP 証明書更新の有効化/無効化を、すべての SCEP 証明書に対して、また

は証明書ごとに実行できます。 security pki auto-re-enrollment コマンドを設定して、証明書

登録を有効化および構成します。 CA 証明書の証明書 ID を sm1 と指定し、その証明書に関連

付けられる CA プロファイル名を aaa に設定します。 CA 証明書のチャレンジ パスワードは、

abc に設定します。 このパスワードは、事前にその CA に対して設定したものと同じでなけれ

ばなりません。 また、再登録のトリガー時間を 10 に設定します。 デフォルトでは、自動再

登録の際に、Juniper Networks デバイスは既存の鍵ペアを使用します。 新しい鍵のペアを生

成するには、re-generate-keypair コマンドを使用します。

構成

ステップごとの手順 ローカル証明書の再登録を有効化および構成するには、以下の手順に従います。

1. 証明書の再登録を有効化および構成するには、以下のコマンドを入力します。

[edit]

user@host# set security pki auto-re-enrollment certificate-id ca-ipsec ca-profile-name

ca-profile-ipsec challenge-password abc re-enroll-trigger-time-percentage 10

re-generate-keypair

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security pki

local-certificate detail コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 714ページのオンラインでの CA 証明書の登録について

• 726ページの例: CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成

• 714ページのSCEP を使用したオンラインでの CA 証明書の登録

• 715ページの例: SCEP を使用したオンラインでのローカル証明書の登録

証明書要求

• ローカル証明書要求について 718ページ

• 例: ローカル証明書用の CSR の手動生成および CA サーバーへの送信 719ページ

ローカル証明書要求について

ローカル証明書要求を作成すると、デバイスは、事前に同じ証明書 ID を使って生成されてい

た鍵のペアから、PKCS #10 形式で CA 証明書を生成します。
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サブジェクト名は、共通名（CN）、組織単位（OU）、組織（O）、地域（L）、州（ST）、国（C）

およびドメイン コンポーネント（DC）という形式でローカル証明書要求と関連付けられます。

さらに、サブジェクト代替名は、以下の形式で関連付けられます。

• IP アドレス

• 電子メール アドレス

• 完全修飾ドメイン名（FQDN）

注: CA によっては、証明書内のドメイン名として電子メール アドレスに対応し

ていない場合があります。 電子メール アドレスをローカル証明書要求に含めな

い場合は、デバイスを動的ピアとして構成する際に電子メール アドレスをロ－カ

ル IKE ID として使用することができません。 代わりに、完全修飾ドメイン名を

使用する（ローカル証明書に含まれている場合）か、ローカル ID フィールドを

空欄にすることができます。 動的ピアのローカル ID を指定しない場合は、IPsec

トンネルの反対側のデバイスで peer ID フィールドに hostname.domain-name を

入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 705ページの証明書および PKI について

• 719ページの例: ローカル証明書用の CSR の手動生成および CA サーバーへの送信

例: ローカル証明書用の CSR の手動生成および CA サーバーへの送信

この例では、証明書の署名要求を手動で生成する方法を示します。

• 要件 719ページ

• 概要 719ページ

• 構成 720ページ

• 確認 720ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. 公開鍵および秘密鍵を生成します。 712ページの「「例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

概要

この例では、事前に生成されている公開鍵/秘密鍵のペア（ca-ipsec）の証明書 ID を使って、

証明書要求を生成します。 次に、ドメイン名（juniper.net）および関連する共通名（abc）を

指定します。 証明書要求は PEM 形式で表示されます。

生成された証明書要求をコピーして、CA の Web サイトの所定のフィールド内に貼り付けて、

ローカル証明書を取得します （証明書要求を貼り付ける場所については、CA サーバーのドキュ
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メントを参照してください）。PKCS #10 コンテンツが表示されると、PKCS #10 ファイルの MD5

ハッシュと SHA-1 ハッシュも表示されます。

構成

ステップごとの手順 ローカル証明書を手動で生成するには、以下の手順に従います。

1. 証明書 ID、ドメイン名、および共通名を指定します。

user@host> request security pki generate-certificate-request certificate-id ca-ipsec

domain-name juniper.net subject CN=abc

確認

証明書の署名要求を表示するには、show security pki certificate-request detail コマンドを

入力します。

Certificate identifier: ca-ipsec

Certificate version: 1

Issued to: CN = abc

Public key algorithm: rsaEncryption(1024 bits)

30:81:89:02:81:81:00:da:ea:cd:3a:49:1f:b7:33:3c:c5:50:fb:57

de:17:34:1c:51:9b:7b:1c:e9:1c:74:86:69:a4:36:77:13:a7:10:0e

52:f4:2b:52:39:07:15:3f:39:f5:49:d6:86:70:4b:a6:2d:73:b6:68

39:d3:6b:f3:11:67:ee:b4:40:5b:f4:de:a9:a4:0e:11:14:3f:96:84

03:3c:73:c7:75:f5:c4:c2:3f:5b:94:e6:24:aa:e8:2c:54:e6:b5:42

c7:72:1b:25:ca:f3:b9:fa:7f:41:82:6e:76:8b:e6:d7:d2:93:9b:38

fe:fd:71:01:2c:9b:5e:98:3f:0c:ed:a9:2b:a7:fb:02:03:01:00:01

Fingerprint:

0f:e6:2e:fc:6d:52:5d:47:6e:10:1c:ad:a0:8a:4c:b7:cc:97:c6:01 (sha1)

f8:e6:88:53:52:c2:09:43:b7:43:9c:7a:a2:70:98:56 (md5)

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 「show security pki certificate-request」 （『Junos OS CLI Reference』を参照）

• 718ページのローカル証明書要求について

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

証明書のロード

• 証明書のロードについて 720ページ

• 例: 手動による CA およびローカル証明書のロード 721ページ

証明書のロードについて

CA から証明書をダウンロードしたら、デバイスに転送し（FTP などを使用）、ロードします。

Junos OS を実行しているデバイスには、以下の証明書ファイルをロードすることができます。

• ローカル デバイスを識別するローカル証明書またはエンドエンティティ（EE）証明書。 こ

の証明書は公開鍵です。

• CA の公開鍵を含む CA 証明書
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• CA が失効させたすべての証明書がリストされている CRL

注: デバイスには複数の EE 証明書をロードできます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 705ページの証明書および PKI について

• 721ページの例: 手動による CA およびローカル証明書のロード

例: 手動による CA およびローカル証明書のロード

この例では、CA 証明書およびローカル証明書を手動でロードする方法を示します。

• 要件 721ページ

• 概要 721ページ

• 構成 721ページ

• 確認 722ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 公開鍵/秘密鍵のペアを生成します。 712ページの「「例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

• CA プロファイルを作成します。 713ページの「「認証機関プロファイルについて」」を参照

してください。

注: CA プロファイルは、CA 証明書に関してのみ必要で、ローカル証明書には必

要ありません。

• 証明書要求を生成します。 719ページの「「例: ローカル証明書用の CSR の手動生成および

CA サーバーへの送信」」を参照してください。

概要

この例では、local.cert 証明書および ca.cert 証明書をダウンロードして、デバイスの

/var/tmp/ ディレクトリに保存します。

構成

ステップごとの手順 証明書ファイルをデバイスにロードするには、以下の手順に従います。

1. ローカル証明書をロードします。

[edit]

user@host> request security pki local-certificate load certificate-id local.cert

filename /var/tmp/local.cert
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2. CA 証明書をロードします。

[edit]

user@host> request security pki ca-certificate load ca-profile ca-profile-ipsec

filename /var/tmp/ca.cert

3. CA 証明書の指紋を調べ、この CA 証明書に合致している場合は、yes を選択して受け入

れます。

確認

証明書が適切にロードされていることを確認するには、動作モードで show security pki

local-certificate および show security pki ca-certificate コマンドを入力します。

Fingerprint:

e8:bf:81:6a:cd:26:ad:41:b3:84:55:d9:10:c4:a3:cc:c5:70:f0:7f (sha1)

19:b0:f8:36:e1:80:2c:30:a7:31:79:69:99:b7:56:9c (md5)

Do you want to load this CA certificate ? [yes,no] (no) yes

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 720ページの証明書のロードについて

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

• 717ページの例: SCEP を使用したローカル証明書の自動更新

• 724ページの例: 証明書の有効性の確認

• 726ページの例: CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成

CRL

• 証明書失効リストについて 722ページ

• 例: 手動によるデバイスへの CRL のロード 723ページ

• 例: 証明書の有効性の確認 724ページ

• 例: CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成 726ページ

• ロードした CRL の削除（CLI 手順） 727ページ

証明書失効リストについて

通常の業務過程では、さまざまな理由で証明書が失効させられる場合があります。 たとえば、

証明書の信頼性が失われている場合や、証明書の所有者が会社を辞めた場合に証明書を失効に

したい状況が発生する可能性があります。

証明書の失効と有効性の管理は、以下の 2 つの方法で実行できます。

• ローカル — 限定的な方法です。

• 認証機関（CA）の証明書失効リスト（CRL）の参照 — ユーザーが指定した一定の間隔、また

は CA が設定したデフォルトの間隔で、自動的にオンラインで CRL にアクセスできます。

フェーズ 1 ネゴシエーションでは、参加者は CRL リストを参照し、IKE 交換中に受け取った

証明書が有効であるか確認します。 CRL に CA 証明書が添付されておらず、デバイスにロード
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されていない場合、デバイスはローカル証明書の CRL 配付ポイントから、自動的にダウンロー

ドを試行します。 デバイスが証明書配付ポイント（CDP）で URL への接続に失敗した場合、CA

プロファイルで構成されている URL から CRL を取得しようと試みます。

証明書に証明書配付ポイント拡張子が含まれておらず、軽量ディレクトリ アクセス プロトコ

ル（LDAP）またはハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP)から CRL を自動取得できない場合

は、CRL を手動で取得してデバイスにロードできます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 705ページの証明書および PKI について

• 723ページの例: 手動によるデバイスへの CRL のロード

• 724ページの例: 証明書の有効性の確認

• 727ページのロードした CRL の削除（CLI 手順）

• 726ページの例: CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成

例: 手動によるデバイスへの CRL のロード

この例では、デバイスに手動で CRL をロードする方法を示します。

• 要件 723ページ

• 概要 723ページ

• 構成 724ページ

• 確認 724ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. 公開鍵/秘密鍵のペアを生成します。 712ページの「「例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」

を参照してください。

2. 証明書要求を生成します。 719ページの「「例: ローカル証明書用の CSR の手動生成および

CA サーバーへの送信」」を参照してください。

3. 認証機関（CA）プロファイルを構成します。 713ページの「「例: CA プロファイルの構成」」

を参照してください。

4. デバイスに証明書をロードします。 721ページの「「例: 手動による CA およびローカル証

明書のロード」」を参照してください。

概要

CRL は手動でロードすることもできますが、証明書の有効性が確認できたら、デバイスに自動

的にロードさせることもできます。 CRL を手動でロードするには、CA から CRL を取得してデ

バイスに転送します（FTP などを使用）。

この例では、デバイスの /var/tmp ディレクトリから revoke.crl という名前の CRL 証明書を

ロードします。 CA プロファイルの名前は ca-profile-ipsec です （最大ファイル サイズは 5

MB）。
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注: CRL がすでに ca-profile にロードされている場合は、まず clear security pki

crl ca-profile ca-profile-ipsec コマンドを実行して、古い CRL をクリアする必要

があります。

構成

ステップごとの手順 CRL 証明書を手動でロードするには、以下の手順に従います。

1. CRL 証明書をロードします。

[edit]

user@host> request security pki crl load ca-profile ca-profile-ipsec filename

/var/tmp/revoke.crl

注: Junos OS は、X509、PKCS #7、DER、または PEM 形式での CA 証明書の

ロードをサポートしています。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security pki crl コマン

ドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 722ページの証明書失効リストについて

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

• 724ページの例: 証明書の有効性の確認

• 726ページの例: CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成

• 727ページのロードした CRL の削除（CLI 手順）

例: 証明書の有効性の確認

この例では、証明書の有効性を確認する方法を示します。

• 要件 724ページ

• 概要 725ページ

• 構成 725ページ

• 確認 725ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません
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概要

この例では、証明書がすでに失効していないかどうか、またはローカル証明書を作成するのに

使用した CA 証明書がデバイス上にまだ存在するかどうかを知るために、証明書を手動で確認

します。

証明書を手動で確認する場合、デバイスはローカル証明書（local.cert）を確認するために CA

証明書（ca-cert）を使用します。 ローカル証明書が有効で、CA プロファイル内で

revocation-check が有効になっている場合、デバイスは、CRL がロードされ、有効であること

を確認します。 CRL がロードされておらず有効でない場合、デバイスは新しい CRL をダウン

ロードします。

CA が発行した証明書または CA 証明書については、デバイスの構成で、DNS を設定しなければ

なりません。 DNS は、配付 CRL および ca-profile 構成内の CA cert/revocation list url

内でホストを解決できなければなりません。 さらに、チェックを受け取るためには、同じホス

トへのネットワーク到達が可能でなければなりません。

構成

ステップごとの手順 証明書の有効性を手動で確認するには、以下の手順に従います。

1. ローカル証明書の有効性を確認します。

[edit]

user@host> request security pki local-certificate verify certificate-id local.cert

2. CA 証明書の有効性を確認します。

[edit]

user@host> request security pki ca-certificate verify ca-profile ca-profile-ipsec

注: 関連付けられている秘密鍵と署名も確認されます。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security pki ca-profile コマンドを入力

します。

注: 確認が成功せず、エラーが返された場合、エラーは pkid にログされます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 722ページの証明書失効リストについて

• 723ページの例: 手動によるデバイスへの CRL のロード

• 726ページの例: CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成

• 727ページのロードした CRL の削除（CLI 手順）
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例: CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成

この例では、CRL の場所で認証機関プロファイルを構成する方法を示します。

• 要件 726ページ

• 概要 726ページ

• 構成 727ページ

• 確認 727ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスで鍵のペアを生成します。 712ページの「「例: 公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

2. CA に固有の情報を含む CA プロファイルを作成します。 713ページの「「例: CA プロファ

イルの構成」」を参照してください。

3. CA から個人証明書を取得します。 719ページの「「例: ローカル証明書用の CSR の手動生

成および CA サーバーへの送信」」を参照してください。

4. デバイスに証明書をロードします。 721ページの「「例: 手動による CA およびローカル証

明書のロード」」を参照してください。

5. 自動再登録を構成します。 463ページの「「例: SecurID ユーザー認証の構成」」を参照し

てください。

6. 必要に応じて、証明書の CRL をデバイスでロードします。 723ページの「「例: 手動による

デバイスへの CRL のロード」」を参照してください。

概要

フェーズ 1 ネゴシエーションでは、CRL リストを参照して、IKE 交換中に受け取った証明書が

まだ有効であるか確認します。 CRL に CA 証明書が添付されておらず、デバイスにもロードさ

れていない場合、Junos OS は CA 証明書自体の中で定義された LDAP または HTTP CRL の場所

から CRL を取得しようとします。 CA 証明書内に URL アドレスが定義されていない場合、デ

バイスはその CA 証明書のためにユーザーが定義したサーバーの URL を使用します。 CRL URL

を特定の CA 証明書で定義していない場合、デバイスは CA プロファイル構成内の URL から

CRL を取得します。

注: X509 証明書内の CRL 配付ポイント拡張子（.cdp）は、HTTP URL または LDAP

URL のどちらかに追加できます。

この例では、デバイスに my_profile という名前の CA プロファイルの有効性をチェックするよ

う指示します。また、CRL に CA 証明書が添付されておらず、デバイスにロードされていない

場合は、URL http://abc/abc-crl.crl から CRL を取得するように指示します。
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構成

ステップごとの手順 CRL を使って証明書を構成するには、以下の手順に従います。

1. CA プロファイルと URL を指定します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile my_profile revocation-check crl url

http://abc/abc-crl.crl

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security pki コマンドを

入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 722ページの証明書失効リストについて

• 723ページの例: 手動によるデバイスへの CRL のロード

• 724ページの例: 証明書の有効性の確認

• 727ページのロードした CRL の削除（CLI 手順）

• 731ページの証明書の削除（CLI 手順）

ロードした CRL の削除（CLI 手順）

証明書の失効および有効性確認の管理に CRL が必要なくなった場合は、ロードされた CRL を

削除することができます。

ロードされた証明書失効リストを削除するには、以下のコマンドを使用します。

user@host> clear security pki crl ca-profile (ca-profile all)

プロファイルで識別された CA に関連付けられている CRL を削除するには、CA プロファイル

を指定するか、all を使ってすべての CRL を削除します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 722ページの証明書失効リストについて

• 723ページの例: 手動によるデバイスへの CRL のロード

• 724ページの例: 証明書の有効性の確認

• 726ページの例: CRL の場所を使用した認証機関プロファイルの構成
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自己署名証明書

• 自己署名証明書について 728ページ

• 自動生成された自己署名証明書の使用（CLI 手順） 729ページ

• 例: 自己署名証明書の手動生成 730ページ

自己署名証明書について

自己署名証明書とは、認証機関（CA）ではなく、作成者自身が署名した証明書です。

自己署名証明書は、ユーザーや管理者が、CA が署名した ID 証明書を取得するという多数のタ

スクを行うことなく、SSL（セキュア ソケット レイヤー）ベースのサービスの使用を許可する

ものです。

注: 自己署名証明書は、CA が生成する証明書のように、追加のセキュリティを提供

するものではありません。 これは、クライアントは、クライアントが接続している

サーバーが証明書に記載されているサーバーであることを確認できないためです。

このトピックには以下のセクションがあります。

• 自己署名証明書の生成 728ページ

• 自己署名証明書の自動生成 728ページ

• 自己署名証明書の手動生成 729ページ

自己署名証明書の生成

Junos OS では、自己署名証明書の生成方法として、以下の 2 つの方法を提供しています。

• 自動生成

証明書の作成者は Junos Networks デバイスになります。 デフォルトでは、自動生成された

自己署名証明書は、デバイスに構成されます。

デバイスが初期化されると、自動生成された自己署名証明書があるかどうかがチェックされ

ます。 見つからない場合、デバイスは自己署名証明書を生成してファイル システムに保存

します。

• 手動生成

ユーザーがデバイス用の自己署名証明書を作成します。

自己署名証明書は、CLI を使っていつでも生成することができます。 これらの証明書は、SSL

サービスにアクセスする場合にも使用されます。

自己署名証明書は、生成された時点から 5 年間有効です。

自己署名証明書の自動生成

自動生成された自己署名証明書がある場合、管理者が CA によって署名された ID 証明書を取

得しなくても、SSL ベースのサービスの使用が許可されます。
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デバイスが自動生成した自己署名証明書は、セキュア シェル（SSH）ホストの鍵に似ています。

このような証明書は、構成の一部としてではなく、ファイル システムに保存されます。 デバ

イスが再起動されても存続し、request system snapshot コマンドが発行されても保持されます。

自己署名証明書の手動生成

手動生成された自己署名証明書がある場合、CA によって署名された ID 証明書を取得しなくて

も、SSL ベースのサービスの使用が許可されます。 手動生成された自己署名証明書は、公開鍵

基盤（PKI）ローカル証明書の一種です。 手動生成された自己署名証明書は、ファイル システ

ムに保存されます。これは、すべての PKI ローカル証明書に当てはまります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 705ページの証明書および PKI について

• 729ページの自動生成された自己署名証明書の使用（CLI 手順）

• 730ページの例: 自己署名証明書の手動生成

自動生成された自己署名証明書の使用（CLI 手順）

デバイスが初期化されると、自己署名証明書があるかどうかがチェックされます。 自己署名証

明書がない場合は、デバイスが自動生成します。

自動生成された自己署名証明書を使って HTTPS サービスへのアクセスを提供する場合は、以下

のステートメントを構成に追加することができます。

system {

services {

web-management {

http {

interface [ ... ];

} https {

system-generated-certificate;

interface [ ... ];

}

}

}

}

デバイスは、自動生成された証明書に対して以下のような識別名を使用します。

“ CN=<device serial number>, CN=system generated, CN=self-signed”

自動生成された自己署名証明書を Web 管理 HTTPS サービスで使用することを指定するには、

以下のコマンドを使用します。

user@host# set system services web-management https system-generated-certificate

自動生成された自己署名証明書を削除するには、以下の動作モードのコマンドを使用します。

user@host# clear security pki local-certificate system-generated

システムが生成した自己署名証明書を削除すると、デバイスは新しい自己署名証明書を自動的

に作成し、ファイル システムに保存します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 728ページの自己署名証明書について

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

• 730ページの例: 自己署名証明書の手動生成

例: 自己署名証明書の手動生成

この例では、自己署名証明書を手動で生成する方法を示します。

• 要件 730ページ

• 概要 730ページ

• 構成 730ページ

• 確認 730ページ

要件

開始する前に、公開鍵/秘密鍵のペアを生成します。 712ページの「「例: 公開鍵/秘密鍵のペア

の生成」」を参照してください。

概要

手動で生成された自己署名証明書については、作成時に作成者が DN を指定します。 自動生成

された自己署名証明書については、システムがシステム自体を作成者と識別して、DN を提供し

ます。

この例では、電子メール アドレスが mholmes@juniper.net の自己署名証明書を生成します。

また、Web 管理が参照する self-cert という certificate-id を指定します。これにより、同

じ certificate-id を持つ鍵のペアが参照されます。

構成

ステップごとの手順 自己署名証明書を手動で生成するには、以下の手順に従います。

1. 自己署名証明書を作成します。

user@host> request security pki local-certificate generate-self-signed certificate-id

self-cert subject CN=abc domain-name Juniper.net ip-address 1.2.3.4 email

mholmes@juniper.net

確認

証明書が適切に生成され、ロードされていることを確認するには、動作モードで show security

pki local-certificate コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 728ページの自己署名証明書について

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

• 729ページの自動生成された自己署名証明書の使用（CLI 手順）
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証明書の削除（CLI 手順）

自動生成または手動生成されたローカルまたは信頼された CA 証明書を削除できます。

ローカル証明書を削除するには、以下のコマンドを使用します。

user@host> clear security pki local certificate certificate-id (certificate-id| all |

system-generated )

特定の ID を持つローカル証明書を削除するには、その証明書 ID を指定し、すべてのローカ

ル証明書を削除するには、all を使用します。また、自動生成された自己署名証明書を削除す

るには、system-generated を指定します。

自動生成された自己署名証明書を削除すると、デバイスは新しい証明書を生成します。

CA 証明書を削除するには、以下のコマンドを入力します。

user@host> clear security pki ca-certificate ca-profile (ca-profile-name | all)

特定の CA 証明書を削除するには、CA プロファイルを指定します。固定ストアにあるすべての

CA 証明書を削除するには、all を使用します。

注: CA 証明書を削除する前に、削除してもよいかどうかを確認されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 709ページのデジタル証明書の構成の概要

暗号鍵の取り扱いの概要

暗号鍵の取り扱いでは、変更が試行されることなく、固定鍵がデバイスのメモリに保存されま

す。 潜在的な脅威となり得るユーザーは、内部メモリ デバイスに直接アクセスすることはで

きませんが、2 番目の防御レイヤーを必要とするユーザーが、暗号鍵の特殊な取り扱いを有効

にしてしまう可能性があります。 暗号鍵の取り扱いが有効にされている場合、ただちに使用さ

れない鍵は暗号化され、あるメモリ上の場所から別の場所に鍵をコピーする場合は、エラー検

出が実行されます。また、鍵が使用されなくなった場合は、鍵のメモリ上の場所が、無作為の

ビット パターンで上書きされます。 鍵は、デバイスのフラッシュ メモリに保存されている場

合も保護されます。 暗号鍵の取り扱い機能を有効にしても、外部から確認できるデバイス動作

の変化は発生せず、他のデバイスとの相互運用が継続されます。

注: 暗号化管理者は、暗号化セルフテスト機能を有効化および無効化することがで

きますが、セキュリティ管理者は、定期的なセルフテストの構成や暗号化セルフテ

ストのサブセットの選択など、暗号化セルフテスト機能の動作を変更することがで

きます。

現在、以下の固定鍵は、IKE および PKI によって管理されています。

• IKE 事前共有鍵（IKE PSK）
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• PKI 秘密鍵

• Manual VPN 鍵

関連項目 • Junos OS CLI Reference
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第22章

動的 VPN

• 動的 VPN の概要 733ページ

• J-Web と動的 VPN の URL 分離 735ページ

• VPN へのリモート クライアント アクセスについて 737ページ

• 動的 VPN の構成 738ページ

• ローカル認証とアドレス割り当て 751ページ

• 動的 VPN のプロポーザル セット 755ページ

• グループ IKE ID および共有 IKE ID 757ページ

• 動的 VPN アクセスでの Junos Pulse クライアント 776ページ

• Access Manager のクライアント側の参照 786ページ

動的 VPN の概要

仮想プライベート ネットワーク（VPN）トンネルを導入することで、ユーザーは、ファイア

ウォールの向こうにある電子メール サーバーやアプリケーション サーバーなどのアセットに

安全にアクセスすることができます。 エンドツーサイトの VPN トンネルは、単一のトンネル

でネットワーク上のすべてのリソースにアクセスでき、各アプリケーションやサーバー用に個

別にアクセス設定を行う必要がないため、特に在宅勤務者などのリモート ユーザーにとっては

有用です。 734ページの図64 を参照してください。
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図 64: VPN トンネルを使用した企業ネットワークへのリモート アクセスの実現

動的 VPN 機能では、ユーザーが自身の PC やラップトップ上で VPN に関する手動構成を実行

することなく、インターネット プロトコル セキュリティ（IPsec）VPN トンネルを確立できる

ため、リモート アクセスがより簡単になります。 認証済みのユーザーは、自身のコンピュー

タに VPN クライアントをダウンロードするだけでかまいません。 このレイヤー 3 リモート

アクセス クライアントは、サーバーから受け取ったクライアント側の設定を使用し、サーバー

への安全なエンドツーサイト VPN トンネルを作成して管理します。

注: 3 つ以上のユーザー接続が同時に必要な場合は、動的 VPN ライセンスをインス

トールしなければなりません。 動的 VPN 機能は、デバイスではデフォルトで無効

になっています。 動的 VPN を有効にするには、[edit security] 階層で dynamic-vpn

構成ステートメントを使用して、機能を構成する必要があります。 ライセンスのイ

ンストールと管理については、『Junos OS Initial Configuration Guide for Security

Devices』を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 735ページのJ-Web と動的 VPN の URL 分離

• 739ページの動的 VPN 構成の概要

• 738ページの動的 VPN トンネルについて

• 737ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 786ページのAccess Manager のクライアント側システムの要件
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J-Web と動的 VPN の URL 分離

この機能を使用すると、動的 VPN ユーザーが偶然に、または意図的に J-Web にアクセスする

のを防ぐことができます。 J-Web および動的 VPN の固有の URL により、Web サーバーは、受

信したすべての HTTP 要求の解析に対応できるようになります。 また、Web サーバーは、J-Web

および動的 VPN に対して有効になっているインターフェースに基づいたアクセス権限も提供し

ます。

このセクションには、以下のトピックがあります。

• CLI の変更 735ページ

• J-Web の無効化 735ページ

• Web アクセス動作の変化 736ページ

CLI の変更

J-Web と動的 VPN の両方が同じインターフェース上で有効になっている場合に、J-Web のアク

セスを制御するため、新しい構成属性として management-url が [edit system services

web-management] 階層レベルに導入されています。 以下の例は、新しい属性の構成について説

明したものです。

web-management {

management-url my-jweb;

http;

https {

system-generated-certificate;

}

limits {

debug-level 9;

}

session {

session-limit 7;

}

}

J-Web の無効化

クライアントと通信するため、動的 VPN には、HTTPS 証明書と Web サーバーが構成されてい

る必要があります。 そのため、appweb Web サーバーの起動に必要な [edit system services

web-management] 階層レベルの構成は、削除したり非アクティブ化したりできません。 J-Web

を無効化するには、管理者が、HTTP または HTTPS に対して lo0 のループバック インター

フェースを構成する必要があります。 これにより、Web サーバーは、すべての J-Web アクセ

ス要求を拒否します。

web-management {

management-url my-jweb;

http {

interface lo0.0;

}

https {

system-generated-certificate;

}
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session {

session-limit 7;

}

}

Web アクセス動作の変化

736ページの表85 および 736ページの表86 は、J-Web および動的 VPN が同じインターフェース

を共有していない場合、および共有している場合の Web アクセス動作の変化を示したもので

す。

表85: ケース 1: J-Web および動的 VPN が同じインターフェースを共有していない場合

http（s）://server

host//dynamic-vpn

http（s）://server host//configured

attributehttp（s）://server hostシナリオ

動的 VPN ログイン ページに

移動します。

属性が構成されている場合は J-Web ロ

グイン ページに移動し、構成されてい

ない場合は「Page Not Found」（ページ

が見つかりません）ページに移動しま

す。

選択したサーバー ホストに応じ

て、J-Web が有効になっているイ

ンターフェースの J-Web ログイン

ページ、または動的 VPN が有効に

なっているインターフェースの動

的 VPN ログイン ページに移動し

ます。

J-Web が有効で、動的

VPN が構成されている。

「Page Not Found」（ページ

が見つかりません）ページに

移動します。

「Page Not Found」（ページが見つかり

ません）ページに移動します。

「Page Not Found」（ページが見

つかりません）ページに移動しま

す。

J-Web が無効で、動的

VPN が構成されていな

い。

「Page Not Found」（ページ

が見つかりません）ページに

移動します。

J-Web 属性が構成されている場合は

J-Web ログイン ページに移動し、構成

されていない場合は「Page Not Found」

（ページが見つかりません）ページに移

動します。

J-Web ログイン ページに移動しま

す。

J-Web が有効で、動的

VPN が構成されていな

い。

動的 VPN ログイン ページに

移動します。

「Page Not Found」（ページが見つかり

ません）ページに移動します。

動的 VPN ログイン ページに移動

します。

J-Web が無効で、動的

VPN が構成されている。

表86: ケース 2: J-Web および動的 VPN が同じインターフェースを共有している場合

http（s）://server

host//dynamic-vpn

http（s）://server host//configured

attributehttp（s）://server hostシナリオ

動的 VPN ログイン ページに移

動します。

属性が構成されている場合は J-Web ログイ

ン ページに移動します、または、「Page

Not Found」（ページが見つかりません）

ページに移動します。

動的 VPN ログイン ページ

に移動します。

J-Web が有効で、動的 VPN

が構成されている。

「Page Not Found」（ページが

見つかりません）ページに移動

します。

「Page Not Found」（ページが見つかりま

せん）ページに移動します。

「Page Not Found」（ペー

ジが見つかりません）ペー

ジに移動します。

J-Web が無効で、動的 VPN

が構成されていない。

「Page Not Found」（ページが

見つかりません）ページに移動

します。

J-Web 属性が構成されている場合は J-Web

ログイン ページに移動し、構成されていな

い場合は「Page Not Found」（ページが見

つかりません）ページに移動します。

J-Web ログイン ページに移

動します。

J-Web が有効で、動的 VPN

が構成されていない。
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表86: ケース 2: J-Web および動的 VPN が同じインターフェースを共有している場合 （続き）

http（s）://server

host//dynamic-vpn

http（s）://server host//configured

attributehttp（s）://server hostシナリオ

動的 VPN ログイン ページに移

動します。

「Page Not Found」（ページが見つかりま

せん）ページに移動します。

動的 VPN ログイン ページ

に移動します。

J-Web が無効で、動的 VPN

が構成されている。

関連項目 733ページの動的 VPN の概要•

• 737ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• J-Web Interface User Guide

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

VPN へのリモート クライアント アクセスについて

一般的な動的 VPN 環境では、インターネットなどの公開ネットワークを通して接続しているリ

モート クライアントへの VPN アクセスが提供されます。 IPsec アクセスは、Juniper Networks

デバイスのゲートウェイを介して提供されます。 VPN クライアント ソフトウェアは、Web ポー

タルを介してリモート クライアントに配付されます。 リモート クライアントは Web ポータ

ルにアクセスし、認証後に、VPN クライアント ソフトウェアをダウンロードしてインストール

します。

リモート クライアントが VPN にアクセスするプロセスは、以下のとおりです。

1. リモート クライアントは、VPN トンネルを終端ポイントとする SRX シリーズ デバイス上

のインターフェースへの HTTP または HTTPS 接続を確立することで、Web ポータルに接続

します。

2. リモート クライアントは、認証のために Web ポータルにリダイレクトされます。リダイレ

クト先では、ユーザーが信用情報を入力するように要求されます。

3. 認証が成功すると、サーバーは、リモート クライアントにクライアント ソフトウェアがイ

ンストールされているかどうか、またソフトウェアが最新バージョンかどうかを判断しま

す。 リモート クライアントにクライアント ソフトウェアがインストールされていない場

合、またはインストールされているソフトウェアのバージョンが古い場合、リモート クラ

イアント上に新しいソフトウェアがインストールされます。 クライアント ソフトウェアが

起動され、新たに認証が行われます。

4. 認証が成功すると、リモート クライアントがサーバーから最新の構成オプションをダウン

ロードします。 これにより、リモート クライアントがトンネルを確立をしようとする際

に、常に最新の設定であることが保証されます。

5. IPsec 拡張認証（XAuth）を使って、新しい認証が実行されます。 ローカル アドレス プー

ルまたは外部 RADIUS サーバーを介して、リモート クライアントに IP アドレスが割り当

てられます。 認証が成功し、アドレスが割り当てられると、トンネルが確立されます。

VPN ソフトウェアがリモート クライアント上にインストールされると、ユーザーは、Web ポー

タルにログインするか、クライアント ソフトウェアを直接起動することによって、VPN にアク

セスできます。 いずれの場合も、リモート クライアントは Juniper Networks デバイスで認

証を行い、利用可能なクライアントの最新構成をダウンロードします。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 733ページの動的 VPN の概要

• 739ページの動的 VPN 構成の概要

• 738ページの動的 VPN トンネルについて

• 741ページの例: 動的 VPN の構成

動的 VPN の構成

• 動的 VPN トンネルについて 738ページ

• 動的 VPN 構成の概要 739ページ

• 例: 動的 VPN の構成 741ページ

動的 VPN トンネルについて

動的 VPN トンネルは、従来の IPsec VPN トンネルと同様の方法で構成されます。 ただし、す

べての IPsec VPN オプションがサポートされているわけではありません。

以下のリストは、動的 VPN トンネルを構成する際の要件とサポートされているオプションを説

明したものです。

• ポリシーベースの VPN だけがサポートされています。 ルートベースの VPN は、動的 VPN

トンネルではサポートされていません。 VPN から許可されたトラフィックは、クライアント

の構成内でリモート クライアントにルートをプッシュすることで制御できます。

• 動的 VPN トンネルは、拡張認証（XAuth）を使って構成しなければなりません。 これは、

ローカル認証または外部 RADIUS サーバーを使用して実行できます。 XAuth は、IPsec ネゴ

シエーションの際にユーザー名とパスワード情報を取得し、リモート クライアントに IP ア

ドレスをプッシュするために必要です。 ローカル認証では、リモート クライアントに割り

当てられる IP アドレスは、ローカル プールから引き出すことができます。 オプションと

して、リモート クライアントに、DNS および WINS サーバー アドレスをプッシュすること

もできます。

• 動的 VPN トンネルでは、事前共有鍵だけがフェーズ 1 認証でサポートされています。 各リ

モート クライアントには別々のユーザー名とパスワードが割り当てられているため、1 つの

事前共有鍵を、すべてのリモート クライアントに使用することができます。

• 動的 VPN クライアントが事前共有鍵を使って AutoKey IKE トンネルをネゴシエートする場

合は、アグレッシブ モードを使用する必要があります。 そのため、動的 VPN トンネルに

は、常にアグレッシブ モードを構成する必要があります。

• 共有 IKE ID またはグループ IKE ID を使用すると、すべてのリモート クライアントが共有

する単一の VPN を構成することができます。 単一の VPN を共有する場合、ゲートウェイに

同時に接続できる最大数は、インストールされている動的 VPN ライセンスの数までです。

共有 IKE ID またはグループ IKE ID ゲートウェイを構成する場合、インストールされてい

る動的 VPN ライセンスの数よりも多くの最大同時接続数を設定することができます。 ただ

し、新しい接続がライセンス接続数を超えると、その接続は拒否されます。
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注: デバイスが突然接続を切断した場合、ユーザー ライセンスはすぐに解放され

るわけではありません。 この場合、新しいユーザーはライセンスを使用できませ

ん。 IPsec SA の有効期限を短くすることで、新しいユーザーに対するライセン

スの遅延を低減させることができます。

• 動的 VPN クライアントは、MD5、SHA-1、DES、3DES、AES（96 ビット、128 ビット、および

256 ビット鍵)の各アルゴリズムをサポートしています。 動的 VPN クライアントは、DH グ

ループ 1、2、および 5 をサポートしています。 他の値を Juniper Networks デバイスで構

成すると、トンネル ネゴシエーションが失敗します。

• プロポーザル セット、カスタム プロポーザルのいずれでも、IKE ネゴシエーションおよび

IPsec ネゴシエーション用に構成できます。 IKE ポリシーまたは IPsec ポリシーからカス

タム プロポーザルのリストが参照される場合、最初のプロポーザルだけがクライアントに送

られ、リスト内の他のプロポーザルは無視されます。

• IKE トンネルと動的 VPN トンネルの両方について、同じアクセス プロファイルを使う必要

があります。 これにより、トンネルが予期せずダウンした場合やクライアントがクラッシュ

した場合に、予期できない動作を避けることができます。

• ユーザー ライセンス数は、動的 VPN クライアントの接続数と同じである必要があります。

たとえば、ユーザー ライセンス数が 10 の場合、10 件の動的 VPN クライアント接続を実行

できます。 11 件目の動的 VPN クライアント接続を実行すると、その接続は拒否されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 733ページの動的 VPN の概要

• 739ページの動的 VPN 構成の概要

• 741ページの例: 動的 VPN の構成

• 513ページのIKE および IPsec パケット処理について

動的 VPN 構成の概要

動的 VPN では、管理者は Juniper Networks デバイス上のゲートウェイに IPsec アクセスを

提供しながら、Web ポータルの使用により、動的 VPN ソフトウェアをリモート クライアント

に配付する方法を提供することができます。

次の手順は、動的 VPN を構成するタスクを示したものです。

1. リモート クライアントに対して認証およびアドレス割り当てを構成するには、以下の操作

を実行します。

a. ユーザーを認証し、アドレスを割り当てる XAuth プロファイルを構成します。 ローカ

ル認証または外部 RADIUS サーバーのいずれかを使用できます。 [edit access] 階層レ

ベルで profile 構成ステートメントを使用して、XAuth プロファイルを構成します。

Web 認証で XAuth プロファイルを使用するには、[edit access firewall-authentication]

階層レベルで web-authentication 構成ステートメントを使用します。
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b. ローカル認証を使用する場合は、ローカル アドレス プールの IP アドレスを割り当て

ます。 [edit access] 階層レベルで、address-assignment pool 構成ステートメントを使

用します。 IP アドレスのサブネットまたは範囲を指定することができます。 また、DNS

および WINS サーバーの IP アドレスも指定できます。

2. VPN トンネルを構成するには、以下の手順に従います。

a. IKE ポリシーを構成します。 モードは、アグレッシブでなければなりません。 基本、

互換、または標準の各プロポーザル設定を使用することができます。 フェーズ 1 認証

では、事前共有鍵だけがサポートされています。 [edit security ike] 階層レベルで、

policy 構成ステートメントを使用します。

b. IKE ゲートウェイを構成します。 共有 IKE ID またはグループ IKE ID のいずれかを使

用できます。 ゲートウェイへの最大同時接続数を構成することができます。 [edit

security ike] 階層レベルで、gateway 構成ステートメントを使用します。

c. IPsec VPN を構成します。 [edit security ipsec] 階層レベルで policy 構成ステートメ

ントを使用し、基本、互換、標準の各プロポーザル設定を指定することができます。

[edit security ipsec] 階層レベルで vpn 構成ステートメントを使用して、IPsec ゲート

ウェイおよびポリシーを構成します。

d. リモート クライアントから IKE ゲートウェイへのトラフィックを許可するセキュリティ

ポリシーを構成します。 [edit security policies from-zone zone to-zone zone] 階層レ

ベルで、policy 構成ステートメントを使用します。

注: このセキュリティ ポリシーの配置は重要です。 VPN トンネル経由で送

信するトラフィックが正しく処理されるように、具体的な非 VPN ポリシーよ

りもセキュリティ ポリシーを上に配置しなければなりません。

e. ホストへのインバウンド トラフィックを構成し、そのインターフェースに接続されてい

るシステムのデバイスに到達する特定のトラフィックを許可します。 たとえば、IKE お

よび HTTPS トラフィックは許可する必要があります。 152ページの「「トラフィック タ

イプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について」」を参照してくだ

さい。

f. （オプション）クライアントのアドレス プールがデバイスに直接接続されているサブ

ネットに属している場合、デバイスは同じゾーンにある他のデバイスのプールにあるア

ドレスに対する ARP 要求に応答する必要があります。 [edit security nat] 階層レベル

で、proxy-arp 構成ステートメントを使用します。 プールにあるアドレスおよびデバイ

スにサブネットを直接接続するインターフェースを指定します。

3. リモート クライアントと動的 VPN を関連付けるには、以下の手順に従います。

a. 動的 VPN で使用するアクセス プロファイルを指定します。 [edit security dynamic-vpn]

階層レベルで、access-profile 構成ステートメントを使用します。

b. 動的 VPN を使用できるクライアントを構成します。 保護されたリソース（保護された

リソースへのトラフィックは、指定された動的 VPN トンネルを通過するため、ファイア

ウォールのセキュリティ ポリシーで保護されています）または保護されたリソース リ

ストでの例外（トラフィックは動的 VPN トンネルを通過せず、クリアテキストで送信さ
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れます）を指定します。 これらのオプションは、トンネルが使用可能な場合に、クライ

アントにプッシュされるルートを制御するため、トンネル経由で送信されるトラフック

を制御します。 [edit security dynamic-vpn] 階層レベルで、clients 構成ステートメン

トを使用します。

注: Web ポータルを使用するには、Juniper Networks デバイス上で HTTPS が有

効化されている必要があります。 HTTPS がすでに J-Web アクセスに対して有効

化されている場合、追加のアクションは必要ありません。 有効化されていない

場合は、[edit system services web-management] 階層レベルで https 構成ステー

トメントを使用して、HTTPS を有効化します。 J-Web アクセスを許可せずに、

動的 VPN アクセスに対して HTTPS を有効化するには、J-Web アクセスのイン

ターフェースを指定しないでください。

注: ユーザーが、HTTP/HTTPS を介してサーバーに接続するのではなく、Access

Manager Web クライアント ソフトウェアを実行してサーバーにログインする場

合は、[edit security dynamic-vpn] 階層レベルで force-upgrade 構成ステート

メントを使用します。 この構成では、最新バージョンが利用可能になったとき

に、自動的にクライアントのソフトウェアがアップグレードされます。 このオ

プションを有効にしていない場合、最新バージョンが利用可能になったときに、

ユーザーには手動でクライアントのソフトウェアをアップグレードする選択肢が

与えられます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 733ページの動的 VPN の概要

• 738ページの動的 VPN トンネルについて

• 741ページの例: 動的 VPN の構成

例: 動的 VPN の構成

この例では、Juniper Networks デバイス上で動的 VPN を構成し、リモート クライアントへの

VPN アクセスを提供する方法を示します。

• 要件 742ページ

• 概要 742ページ

• 構成 745ページ

• 確認 750ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスのネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 111 ページの「セ

キュリティ ゾーンについて」を参照してください。

3. 3 人以上のユーザーが同時に接続する場合は、デバイスに動的 VPN ライセンスをインストー

ルします。 『Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices』を参照してくだ

さい。

4. 739ページの「「動的 VPN 構成の概要」」を読んでおきます。

概要

一般的な動的 VPN 環境では、インターネットなどの公開ネットワークを通して接続しているリ

モート クライアントへの VPN アクセスが提供されます。 ゲートウェイのインターフェースの

1 つには、パブリック IP アドレスが割り当てられます。通常、このインターフェースは、

untrust ゾーンの一部です。 リモート クライアントは、Web ポータルを介して VPN にアクセ

スし、認証後は、VPN クライアント ソフトウェアをダウンロードしてインストールできます。

クライアント ソフトウェアがインストールされると、リモート ユーザーは、Web ポータルに

ログインするか、クライアントを直接起動することによって、VPN にアクセスできます。 いず

れの場合も、リモート クライアントは、SRX シリーズ デバイスで認証を行い、利用可能な最

新構成をダウンロードします。

743ページの図65 は、この環境のトポロジーを示したものです。 SRX シリーズ デバイス上の

ge-0/0/15.0 インターフェースは、動的 VPN トンネルの終端ポイントです。 untrust ゾーン

内のリモート クライアントは、HTTP または HTTPS 接続によって ge-0/0/15.0 インターフェー

スにアクセスします。
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図 65: 動的 VPN 環境のトポロジー
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この例では、XAuth クライアント認証はローカルで実行され、クライアント IP アドレスは、

SRX シリーズ デバイス上で構成されたアドレス プールから割り当てられます。 744ページの表

87 を参照してください。

次に、IKE ネゴシエーションと IPsec ネゴシエーションの両方に対して、標準プロポーザル

セットが使用されます。 動的 VPN トンネルでは、アグレッシブ モードに構成する必要があり

ます。また、フェーズ 1 認証では、事前共有鍵だけがサポートされています。 グループ IKE

ID が使用され、最大接続数は 10 に設定されています。 動的 VPN はポリシーベース VPN で

なければならないため、セキュリティ ポリシーは、トラフィックをトンネルに転送するように

構成する必要があります。 IKE および HTTPS トラフィックは、ホスト インバウンド トラ

フィックに対して許可する必要があります。744ページの表88 を参照してください。

最後に、動的 VPN に対して、リモート クライアント用に構成した XAuth プロファイルを指定

します。 リモート ユーザーは、構成された IPsec VPN に関連付けられます。 また、保護さ

れているリモート リソース（常にトンネルを介して送信されるトラフィックの宛先アドレス）

と、リモート例外（トンネルではなくクリアテキストで送信されるトラフィックの宛先アドレ

ス）も構成されます。 745ページの表89 を参照してください。
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表87: リモート クライアント認証とアドレス割り当ての構成

構成パラメータ名前機能

• アドレス: 10.10.10.0/24

• DNS サーバー アドレス: 4.2.2.2/32

dyn-vpn-address-poolIP アドレス プール

• リモート クライアント ユーザー名: 「client1」、パスワード:

$9$uY4o0EyMWxdwgX7

• リモート クライアント ユーザー名: 「client2」、パスワード:

$9$neNM9CuB1hyrv5Q39

• IP アドレス プール参照: dyn-vpn-address-pool

• このプロファイルは、Web 認証用のデフォルト プロファイルです。

dyn-vpn-access-profileXAuth プロファイル

表88: VPN トンネル構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• モード: アグレッシブ

• プロポーザル セット: 標準

• 事前共有鍵: （ASCII）$9$KHxWXNs2aikPdbkP5Q9CKM8

ike-dyn-vpn-policyIKE ポリシー（フェーズ 1）

• IKE ポリシー参照: ike-dyn-vpn-policy

• 動的ホスト名: dynvpn

• IKE ユーザー タイプ: グループ IKE ID

• 最大同時接続数: 10

• 外部インターフェース: ge-0/0/15.0

• アクセス プロファイル参照: dyn-vpn-access-profile

dyn-vpn-local-gwIKE ゲートウェイ（フェーズ 1）

プロポーザル セット: 標準ipsec-dyn-vpn-policyIPsec ポリシー（フェーズ 2）

• IKE ゲートウェイ参照: dyn-vpn-local-gw

• IPsec ポリシー参照: ipsec-dyn-vpn-policy

dyn-vpnIPsec VPN（フェーズ 2）

• 一致基準:

• source address any

• destination address any

• application any

• 許可アクション: tunnel ipsec-vpn dyn-vpn

dyn-vpn-policyセキュリティ ポリシー（untrust ゾー

ンから trust ゾーンへのトラフィック

を許可します）

untrust ゾーンの ge-0/0/15.0 インターフェースに向かう以下のタ

イプのトラフィックを許可します。

• IKE

• HTTPS

• ping

• SSH

ホスト インバウンド トラフィック
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表89: リモート クライアントの動的 VPN 構成

構成パラメータ名前機能

アクセス プロファイル参照: dyn-vpn-access-profileリモート クライアントのアクセス プロファ

イル

• IPsec VPN 参照: dyn-vpn

• ユーザー名の参照: client1 および client2

• 保護されているリモート リソース: 10.0.0.0/8

• リモート例外: 0.0.0.0/0

allリモート クライアント

構成

• リモート ユーザー認証とアドレス割り当ての構成 745ページ

• VPN トンネルの構成 746ページ

• リモート クライアントと動的 VPN の関連付け 749ページ

リモート ユーザー認証とアドレス割り当ての構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set access profile dyn-vpn-access-profile client client1 firewall-user password

"$9$uY4o0EyMWxdwgX7"

set access profile dyn-vpn-access-profile client client2 firewall-user password

"$9$neNM9CuB1hyrv5Q39"

set access profile dyn-vpn-access-profile address-assignment pool dyn-vpn-address-pool

set access address-assignment pool dyn-vpn-address-pool family inet network 10.10.10.0/24

set access address-assignment pool dyn-vpn-address-pool family inet xauth-attributes

primary-dns 4.2.2.2/32

set access firewall-authentication web-authentication default-profile dyn-vpn-access-profile

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

リモート ユーザー認証とアドレス割り当てを構成するには、以下の手順に従います。

1. アドレス割り当てプールを作成します。

[edit access address-assignment]

user@host# set pool dyn-vpn-address-pool family inet network 10.10.10.0/24

user@host# set pool dyn-vpn-address-pool family inet xauth-attributes primary-dns

4.2.2.2/32

2. XAuth プロファイルを構成します。

[edit access]

user@host# set profile dyn-vpn-access-profile client client1 firewall-user password

"$9$uY4o0EyMWxdwgX7"

user@host# set profile dyn-vpn-access-profile client client2 firewall-user password

"$9$neNM9CuB1hyrv5Q39"
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user@host# set profile dyn-vpn-access-profile address-assignment pool

dyn-vpn-address-pool

3. XAuth プロファイルを使用して、Web 認証を構成します。

[edit access firewall-authentication]

user@host# set web-authentication default-profile dyn-vpn-access-profile

結果 構成モードで、show access コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成

と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show access

profile dyn-vpn-access-profile {

client client1 {

firewall-user {

password "$9$uY4o0EyMWxdwgX7"; ## SECRET-DATA

}

}

client client2 {

firewall-user {

password "$9$neNM9CuB1hyrv5Q39"; ## SECRET-DATA

}

}

address-assignment {

pool dyn-vpn-address-pool;

}

}

address-assignment {

pool dyn-vpn-address-pool {

family inet {

network 10.10.10.0/24;

xauth-attributes {

primary-dns 4.2.2.2/32;

}

}

}

}

firewall-authentication {

web-authentication {

default-profile dyn-vpn-access-profile;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

VPN トンネルの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

[edit]

set security ike policy ike-dyn-vpn-policy mode aggressive

set security ike policy ike-dyn-vpn-policy proposal-set standard
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set security ike policy ike-dyn-vpn-policy pre-shared-key ascii-text

"$9$KHxWXNs2aikPdbkP5Q9CKM8"

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw ike-policy ike-dyn-vpn-policy

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw dynamic hostname dynvpn

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw dynamic connections-limit 10

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw dynamic ike-user-type group-ike-id

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw external-interface ge-0/0/15.0

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw xauth access-profile dyn-vpn-access-profile

set security ipsec policy ipsec-dyn-vpn-policy proposal-set standard

set security ipsec vpn dyn-vpn ike gateway dyn-vpn-local-gw

set security ipsec vpn dyn-vpn ike ipsec-policy ipsec-dyn-vpn-policy

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dyn-vpn-policy match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dyn-vpn-policy match

destination-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dyn-vpn-policy match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dyn-vpn-policy then permit

tunnel ipsec-vpn dyn-vpn

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/15.0 host-inbound-traffic

system-services ike

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/15.0 host-inbound-traffic

system-services https

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/15.0 host-inbound-traffic

system-services ping

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/15.0 host-inbound-traffic

system-services ssh

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

VPN トンネルを構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE ポリシーを構成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike-dyn-vpn-policy mode aggressive

user@host# set policy ike-dyn-vpn-policy proposal-set standard

user@host# set policy ike-dyn-vpn-policy pre-shared-key ascii-text

"$9$KHxWXNs2aikPdbkP5Q9CKM8"

2. IKE ゲートウェイを構成します。

[edit security ike]

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw ike-policy ike-dyn-vpn-policy

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw dynamic hostname dynvpn

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw dynamic ike-user-type group-ike-id

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw dynamic connections-limit 10

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw external-interface ge-0/0/15.0

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw xauth access-profile dyn-vpn-access-profile

3. IPsec を構成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipsec-dyn-vpn-policy proposal-set standard

user@host# set vpn dyn-vpn ike gateway dyn-vpn-local-gw
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user@host# set vpn dyn-vpn ike ipsec-policy ipsec-dyn-vpn-policy

4. セキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy dyn-vpn-policy match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy dyn-vpn-policy then permit tunnel ipsec-vpn dyn-vpn

5. ホスト インバウンド トラフィックを構成します。

[edit security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/15.0]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

user@host# set host-inbound-traffic system-services https

user@host# set host-inbound-traffic system-services ping

user@host# set host-inbound-traffic system-services ssh

結果 構成モードで、show security ike、show security ipsec、show security policies、および show

security zones コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていな

い場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security ike

policy ike-dyn-vpn-policy {

mode aggressive;

proposal-set standard;

pre-shared-key ascii-text "$9$KHxWXNs2aikPdbkP5Q9CKM8"; ## SECRET-DATA

}

gateway dyn-vpn-local-gw {

ike-policy ike-dyn-vpn-policy;

dynamic {

hostname dynvpn;

connections-limit 10;

ike-user-type group-ike-id;

}

external-interface ge-0/0/15.0;

xauth access-profile dyn-vpn-access-profile;

}

[edit]

user@host# show security ipsec

policy ipsec-dyn-vpn-policy {

proposal-set standard;

}

vpn dyn-vpn {

ike {

gateway dyn-vpn-local-gw;

ipsec-policy ipsec-dyn-vpn-policy;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy dyn-vpn-policy {

match {

source-address any;
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destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn dyn-vpn;

}

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/15.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

https;

ping;

ssh;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

リモート クライアントと動的 VPN の関連付け

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security dynamic-vpn access-profile dyn-vpn-access-profile

set security dynamic-vpn clients all remote-protected-resources 10.0.0.0/8

set security dynamic-vpn clients all remote-exceptions 0.0.0.0/0

set security dynamic-vpn clients all ipsec-vpn dyn-vpn

set security dynamic-vpn clients all user client1

set security dynamic-vpn clients all user client2

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

リモート クライアントと動的 VPN を関連付けるには、以下の手順に従います。

1. 動的 VPN で使用するアクセス プロファイルを指定します。

[edit security dynamic-vpn]

user@host# set access-profile dyn-vpn-access-profile

2. 動的 VPN を使用できるクライアントを構成します。
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[edit security dynamic-vpn]

user@host# set clients all ipsec-vpn dyn-vpn

user@host# set clients all user client1

user@host# set clients all user client2

user@host# set clients all remote-protected-resources 10.0.0.0/8

user@host# set clients all remote-exceptions 0.0.0.0/0

結果 構成モードで、show security dynamic-vpn コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図

した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security dynamic-vpn

access-profile dyn-vpn-access-profile;

clients {

all {

remote-protected-resources {

10.0.0.0/8;

}

remote-exceptions {

0.0.0.0/0;

}

ipsec-vpn dyn-vpn;

user {

client1;

client2;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

動的 VPN トンネルは、従来の IPsec VPN トンネルの監視に使用するコマンドと同じコマンド

で監視することができます。 構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを

実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの確認 750ページ

• 接続済みクライアントと割り当て済みアドレスの確認 751ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの確認 751ページ

• 同時接続および各ユーザーのパラメータの確認 751ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 セキュリティ アソシエーションの IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

18 172.19.100.99 UP 37b45aa1469e488b 7d4454404002e2e6 Aggressive
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接続済みクライアントと割り当て済みアドレスの確認

目的 リモート クライアントと、リモート クライアントに割り当てられている IP アドレスが XAuth

を使用していることを確認します。

アクション 動作モードで、show security ike active-peer コマンドを入力します。

user@host> show security ike active-peer

Remote Address Port Peer IKE-ID XAUTH username Assigned IP

172.19.100.99 500 testdynvpn test 10.10.10.2

IPsec フェーズ 2 ステータスの確認

目的 セキュリティ アソシエーションの IPsec フェーズ 2 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

Total active tunnels: 1

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<133955586 172.19.100.99 500 ESP:aes-128/sha1 9c23b7a9 2862/ 449996 - root

>133955586 172.19.100.99 500 ESP:aes-128/sha1 c72c8f88 2862/ 449996 - root

同時接続および各ユーザーのパラメータの確認

目的 同時接続数と、各ユーザーに対してネゴシエートされたパラメータを確認します。

アクション 動作モードで、show security dynamic-vpn users コマンドを入力します。

user@host> show security dynamic-vpn users

User: test , Number of connections: 1

Remote IP: 172.19.100.99

IPSEC VPN: dyn-vpn

IKE gateway: dyn-vpn-local-gw

IKE ID : testdynvpn

IKE Lifetime: 28800

IPSEC Lifetime: 3600

Status: CONNECTED

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 733ページの動的 VPN の概要

• 738ページの動的 VPN トンネルについて

• 739ページの動的 VPN 構成の概要

ローカル認証とアドレス割り当て

• ローカル認証とアドレス割り当てについて 752ページ

• 例: ローカル認証とアドレス プールの構成 752ページ
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ローカル認証とアドレス割り当てについて

クライアント アプリケーションは、クライアントの代わりに IP アドレスを要求できます。

この要求は、クライアント認証要求と同時に行われます。 クライアントの認証に成功すると、

事前定義されたアドレス プールからクライアントに IP アドレスを割り当てるか、特定の IP

アドレスを割り当てることができます。 また、WINS や DNS サーバーの IP アドレスなど、そ

の他の属性もクライアントに提供することができます。

アドレス プールは、[edit access address-assignment] 階層レベルの pool 構成ステートメン

トで定義します。 アドレス プールの定義には、ネットワーク情報（オプションのネットマス

クを持つ IP アドレス）、オプションの範囲定義、および DHCP または XAuth 属性が含まれて

おり、クライアントに返すことができます。 プールのすべてのアドレスが割り当て済みの場

合、クライアントが正常に認証されている場合でも、クライアント アドレスの新しい要求は失

敗します。

アクセス プロファイルは、[edit access] 階層の profile 構成ステートメントで定義します。

定義されたアドレス プールは、アクセス プロファイル構成で参照できます。

アクセス プロファイルでは、xauth ip-address address オプションを使用することで、特定の

IP アドレスをクライアントにバインドすることもできます。 この IP アドレスは、アドレス

プールで指定されているアドレスの範囲内でなければなりません。 また、[edit access profile

address-assignment pool pool-name family inet] 階層レベルの host 構成ステートメントで指

定されている IP アドレスとは異なるものでなければなりません。 特定の IP アドレスに現在

バインドされているクライアントが、同じ認証情報を使用して再度ログインすると、そのクラ

イアントはアドレス プールの IP アドレスに割り当てられます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 752ページの例: ローカル認証とアドレス プールの構成

• 733ページの動的 VPN の概要

• 738ページの動的 VPN トンネルについて

• 739ページの動的 VPN 構成の概要

• 741ページの例: 動的 VPN の構成

例: ローカル認証とアドレス プールの構成

この例では、アドレス プールを作成する方法と、アクセス プロファイルでクライアントの IP

アドレスを割り当てる方法を示します。

要件

始める前に、プライマリとセカンダリの DNS サーバーおよび WINS サーバーを構成し、それら

のサーバーに IP アドレスを割り当てます。
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概要

この例では、40.0.0.0/24 サブネットの IP アドレスで構成されたアドレス プール xauth1 を

作成します。 xauth1 プールは、プライマリとセカンダリの DNS サーバーおよび WINS サーバー

に対する IP アドレスの割り当ても行います。

アクセス プロファイル dvpn-auth は、xauth1 プールを参照します。 dvpn-auth アクセス プ

ロファイルは、以下の 2 つのクライアントを構成します。

• jason: このクライアントには、IP アドレス 40.0.0.1 がバインドされています。 認証に成

功すると、IP アドレス 40.0.0.1 がクライアントにバインドされます。 このクライアント

がログアウトする前に再度ログインすると、クライアントには xauth1 プールの IP アドレ

スが割り当てられます。

• jacky: 認証に成功すると、クライアントには、xauth1 プールの IP アドレスが割り当てら

れます。

また、dvpn-auth アクセス プロファイルでは、ログイン時のクライアントの確認に、パスワー

ド認証を使用することを指定します。 追加の認証方法を指定することもできます。ソフトウェ

アは、クライアントのログイン試行ごとに、指定した最初から最後の順序で認証方法を試行し

ます。

構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set access profile dvpn-auth authentication-order password

set access profile dvpn-auth client jacky firewall-user password "$9$VusgJGUHmPQ249p"

set access profile dvpn-auth client jason xauth ip-address 40.0.0.1/32

set access profile dvpn-auth client jason firewall-user password "$9$Q1Y53/tu0Icrvp0vL"

set access profile dvpn-auth address-assignment pool xauth1

set access address-assignment pool xauth1 family inet network 40.0.0.0/24

set access address-assignment pool xauth1 family inet xauth-attributes primary-dns

40.0.0.250/32

set access address-assignment pool xauth1 family inet xauth-attributes secondary-dns

40.0.0.251/32

set access address-assignment pool xauth1 family inet xauth-attributes primary-wins

40.0.0.253/32

set access address-assignment pool xauth1 family inet xauth-attributes secondary-wins

40.0.0.254/32

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

アドレス プールとアドレス プールを使用するアクセス プロファイルを構成するには、以下の

手順に従います。

1. アドレス プールを作成します。

[edit access address-assignment]

753Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第22章: 動的 VPN

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/swconfig-cli/swconfig-cli.pdf


user@host# set pool xauth1 family inet network 40.0.0.0/24 xauth-attributes

primary-dns 40.0.0.250 secondary-dns 40.0.0.251 primary-wins 40.0.0.253

secondary-wins 40.0.0.254

2. アクセス プロファイルを構成します。

[edit access]

user@host# set profile dvpn-auth address-assignment pool xauth1

user@host# set profile dvpn-auth authentication-order password

user@host# set profile dvpn-auth client jason xauth ip-address 40.0.0.1

user@host# set profile dvpn-auth client jason firewall-user password jason

user@host# set profile dvpn-auth client jacky firewall-user password jacky

結果 構成モードで、show access コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成

と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

user@host# show access

profile dvpn-auth {

authentication-order password;

client jacky {

firewall-user {

password "$9$VusgJGUHmPQ249p"; ## SECRET-DATA

}

}

client jason {

xauth {

ip-address 40.0.0.1/32;

}

firewall-user {

password "$9$Q1Y53/tu0Icrvp0vL"; ## SECRET-DATA

}

}

address-assignment {

pool xauth1;

}

}

address-assignment {

pool xauth1 {

family inet {

network 40.0.0.0/24;

xauth-attributes {

primary-dns 40.0.0.250/32;

secondary-dns 40.0.0.251/32;

primary-wins 40.0.0.253/32;

secondary-wins 40.0.0.254/32;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• アドレス割り当ての確認 755ページ

アドレス割り当ての確認

目的 アドレス割り当てを確認します。 XAuth では、ハードウェア アドレスは常に NA と表示され

ます。 静的 IP アドレスが特定のユーザーに割り当てられている場合、そのユーザー名とプロ

ファイル名（ユーザー@プロファイルの形式）が「Host/User」コラムに表示されます。 クライ

アントにプールの IP アドレスが割り当てられている場合は、ユーザー名が表示されます。ユー

ザー名が存在しない場合は、NA と表示されます。 他のアプリケーション（DHCP など）につい

ては、ホスト名が表示されます（構成されている場合）。ホスト名が構成されていない場合は、

NA と表示されます。

アクション 動作モードで、show network-access address-assignment pool コマンドを入力します。

user

user@host> show network-access address-assignment pool xauth1

IP address Hardware address Host/User Type

40.0.0.1 NA jason@dvpn-auth XAUTH

40.0.0.2 NA jacky XAUTH

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 752ページのローカル認証とアドレス割り当てについて

• 733ページの動的 VPN の概要

• 738ページの動的 VPN トンネルについて

• 739ページの動的 VPN 構成の概要

• 741ページの例: 動的 VPN の構成

動的 VPN のプロポーザル セット

動的 VPN クライアントの数が多い場合、IKE ポリシーと IPsec ポリシー用にインターネット

鍵交換（IKE）プロポーザルと IP セキュリティ（IPsec）プロポーザルをカスタム構成するの

は、面倒で時間がかかります。 管理者は、動的 VPN クライアントに対して基本、互換、また

は標準のプロポーザル セットを選択することができます。 各プロポーザル セットは、2 つ以

上の事前定義されたプロポーザルで構成されています。 サーバーは、セットから事前定義され

たプロポーザルを 1 つ選択し、クライアント構成内のクライアントにプッシュします。 クラ

イアントは、サーバーとのネゴシエーションにこのプロポーザルを使用して、接続を確立しま

す。

IKE および IPsec セキュリティ アソシエーション（SA）の鍵更新タイムアウトのデフォルト

値は、以下のとおりです。

• IKE SA については、鍵更新タイムアウトは 28,800 秒です。

• IPsec SA については、鍵更新タイムアウトは 3600 秒です。
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注: プロポーザル セットの構成では、鍵更新タイムアウトを設定できません。その

ため、これらの値は、クライアントのダウンロード時にクライアントに送信された

クライアント構成に含まれています。

プロポーザルの基本的な使用例は、以下のとおりです。

• IKE と IPsec は、どちらもプロポーザル セットを使用します。

サーバーは、プロポーザル セットの中から事前定義されたプロポーザルを 1 つ選択し、デ

フォルトの鍵更新タイムアウト値と一緒にクライアントに送信します。

• IKE はプロポーザル セットを使用し、IPsec はカスタム プロポーザルを使用します。

サーバーは、デフォルトの鍵更新タイムアウト値と一緒に、構成された IKE プロポーザル

セットの中から、事前定義された IKE プロポーザルをクライアントに送信します。 IPsec

では、サーバーは、IPsec プロポーザル内で構成された設定を送信します。

• IKE はカスタム プロポーザルを使用し、IPsec はプロポーザル セットを使用します。

サーバーは、デフォルトの鍵更新タイムアウト値と一緒に、構成された IPsec プロポーザル

セットの中から、事前定義された IPsec プロポーザルをクライアントに送信します。 IKE

では、サーバーは、IKE プロポーザル内で構成された設定を送信します。

注: IPsec が標準プロポーザル セットを使用し、完全転送機密保持（PFS）が構成

されていない場合、デフォルトの PFS は group2 に設定されます。 他のプロポー

ザル セットについては、PFS が構成されていないため、設定されません。 また、

IPsec プロポーザル セットでは、IPsec ポリシー perfect-forward-secrecy keys 内

の group 設定が、プロポーザル セット内の Diffie-Hellman（DH）グループよりも

優先されます。

クライアントは、サーバーとのトンネル確立ネゴシエーションで、プロポーザルを 1 つしか受

け入れません。そのため、サーバーは、プロポーザル セットから内部的にプロポーザルを 1

つ選択してクライアントに送信します。 各セットに対して選択されるプロポーザルは、以下の

とおりです。

IKE の場合

• Sec-level 基本: 事前共有鍵、g1、des、sha1

• Sec-level 互換: 事前共有鍵、g2、3des、sha1

• Sec-level 標準: 事前共有鍵、g2、aes128、sha1

IPsec の場合

• Sec-level 基本: esp、no pfs（構成されていない場合）または groupx（構成されている場

合）、des、sha1

• Sec-level 互換: esp、no pfs（構成されていない場合）または groupx（構成されている場

合）、3des、sha1

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.756

Junos OS セキュリティ構成ガイド



• Sec-level 標準: esp、g2（構成されていない場合）または groupx（構成されている場合）、

aes128、sha1

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 733ページの動的 VPN の概要

グループ IKE ID および共有 IKE ID

• グループ IKE ID および共有 IKE ID について 757ページ

• 例: 複数のユーザーに対するグループ IKE ID の構成 759ページ

• 例: 複数のユーザーに対する個別の IKE ID の構成 765ページ

グループ IKE ID および共有 IKE ID について

動的 VPN では、各ユーザー接続に対して一意のインターネット鍵交換（IKE）ID が使用されま

す。 VPN へのアクセスを必要とするユーザーが多数存在する場合、各ユーザーに対して個別の

IKE ゲートウェイ、IPsec VPN、およびセキュリティ ポリシーを構成する作業が煩雑になりま

す。 グループ IKE ID と共有 IKE ID の各機能では、複数のユーザーによる IKE ゲートウェ

イ構成の共有が許可されるため、必要な VPN 構成の数が少なくなります。

注: グループ IKE ID は、各ユーザーに対して一意の事前共有鍵を提供するため、

動的 VPN 環境では、グループ IKE ID を構成することをお勧めします。

このトピックには以下のセクションがあります。

• グループ IKE ID 757ページ

• 共有 IKE ID 758ページ

グループ IKE ID

グループ IKE ID が構成されている場合、各ユーザーの IKE ID は、ユーザーに固有の部分と、

すべてのグループ IKE ID ユーザーに共通の部分を結合した値になります。 たとえば、ユー

ザー Bob の完全な IKE ID が「Bob.juniper.net」の場合、「.juniper.net」はすべてのユー

ザーに共通の部分です。 完全な IKE ID は、各ユーザー接続を一意に識別する目的で使用され

ます。

グループ IKE ID は XAuth を必要としませんが、クライアントの IP アドレスなどのネット

ワーク属性を取得するために、動的 VPN が XAuth を必要とします。 グループ IKE ID を使用

する動的 VPN で XAuth が構成されていない場合は、警告が表示されます。

注: グループ IKE ID が構成されている場合は、WebAuth と XAuth 認証の両方につ

いて同じ認証情報を使用することをお勧めします。

複数のユーザーが 1 つのグループ IKE ID を使用できますが、1 人のユーザーが、別の接続に

対して同じグループ IKE ID を使用することはできません。 ユーザーが複数のリモート クラ

イアントからの接続を必要とする場合、各接続ごとに個別のグループ IKE ID を構成する必要
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があります。 ユーザーにグループ IKE ID が 1 つしか構成されていない場合、そのユーザー

が別の PC から別の接続を試行すると、その接続を実行できるようにするため、最初の接続が

終了します。

グループ IKE ID を構成するには、以下の手順に従います。

• [edit security ike gateway gateway-name dynamic] 階層レベルで、ike-user-type group-ike-id

を構成します。

• [edit security ike gateway gateway-name dynamic] 階層レベルで、hostname 構成ステートメ

ントを構成します。 この構成は、すべてのユーザーの完全な IKE ID に共通する部分です。

• [edit security ike policy policy-name] 階層レベルで、pre-shared-key 構成ステートメント

を構成します。 構成された事前共有鍵は、実際の事前共有鍵を生成する目的で使用されま

す。

共有 IKE ID

共有 IKE ID が構成されている場合、すべてのユーザーが単一の IKE ID と単一の IKE 事前共

有鍵を共有します。 各ユーザーは、必須の XAuth フェーズを通じて認証されますが、個別の

ユーザーの認証情報は、外部 RADIUS サーバーまたはローカル アクセス データベースを使用

して確認されます。 共有 IKE ID には、XAuth が必要です。

XAuth ユーザー名と構成された共有 IKE ID は、各ユーザー接続を識別する目的で使用されま

す。 ユーザー名は各ユーザー接続を識別するために使用されるため、WebAuth ユーザー名と

XAuth ユーザー名の両方が同じでなければなりません。

複数のユーザーが 1 つの共有 IKE ID を使用できますが、1 人のユーザーが、別の接続に対し

て同じ共有 IKE ID を使用することはできません。 ユーザーが複数のリモート クライアント

からの接続を必要とする場合、各接続ごとに個別の共有 IKE ID を構成する必要があります。

ユーザーに共有 IKE ID が 1 つしか構成されていない場合、そのユーザーが別のクライアント

から別の接続を試行すると、その接続を実行できるようにするため、最初の接続が終了します。

また、各ユーザー接続と IKE ID の識別にはユーザー名が必要であるため、ユーザーは、WebAuth

および XAuth 認証の両方について同じ認証情報を使用する必要があります。

共有 IKE ID を構成するには、以下の手順に従います。

• [edit security ike gateway gateway-name dynamic] 階層レベルで、ike-user-type shared-ike-id

を構成します。

• [edit security ike gateway gateway-name dynamic] 階層レベルで、hostname 構成ステートメ

ントを構成します。 構成されたホスト名は、動的 VPN アクセス プロファイルで構成されて

いるすべてのユーザーによって共有されます。

• [edit security ike policy policy-name] 階層レベルで、pre-shared-key 構成ステートメント

を構成します。 構成された事前共有鍵は、動的 VPN アクセス プロファイルで構成されてい

るすべてのユーザーによって共有されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 738ページの動的 VPN トンネルについて

• 739ページの動的 VPN 構成の概要
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• 759ページの例: 複数のユーザーに対するグループ IKE ID の構成

• 765ページの例: 複数のユーザーに対する個別の IKE ID の構成

例: 複数のユーザーに対するグループ IKE ID の構成

この例では、複数のユーザーが使用するグループ IKE ID を構成する方法を示します。

• 要件 759ページ

• 概要 759ページ

• 構成 760ページ

• 確認 764ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスのネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

3. 3 人以上のユーザーが同時に接続する場合は、デバイスに動的 VPN ライセンスをインストー

ルします。 『Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices』を参照してくだ

さい。

4. 739ページの「「動的 VPN 構成の概要」」を読んでおきます。

概要

この例では、単一の IKE ID と単一の IKE 事前共有鍵を使用する 2 人のリモート動的 VPN

ユーザーを構成します（759ページの表91 および 760ページの表92 を参照してください）。

ユーザーの認証とクライアントへの IP アドレスの割り当てには、外部 RADIUS サーバーが使

用されます（759ページの表90 を参照してください）。

表90: RADIUS サーバーのユーザー認証（グループ IKE ID）

構成パラメータ名前機能

• RADIUS は、ユーザーの認証情報の確認に使用する認証方法です。

• RADIUS サーバーの IP アドレスは 10.100.100.250 で、パスワードはシークレッ

トです。

• このプロファイルは、Web 認証のデフォルトのプロファイルです。

radius-profileXAuth プロファイル

表91: グループ IKE ID VPN トンネルの構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• モード: アグレッシブ

• プロポーザル セット: 互換

• 事前共有鍵: （ASCII）for-everyone-in-access-profile

clientpol-groupIKE ポリシー（フェーズ 1）
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表91: グループ IKE ID VPN トンネルの構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• IKE ポリシー参照: clientpol-group

• 動的ホスト名: juniper.net

• IKE ユーザー タイプ: グループ IKE ID

• 最大同時接続数: 50

• 外部インターフェース: ge-0/0/0.0

• アクセス プロファイル参照: radius-profile

groupgwIKE ゲートウェイ（フェーズ 1）

プロポーザル セット: 互換client1vpnPolIPsec ポリシー（フェーズ 2）

• IKE ゲートウェイ参照: groupgw

• IPsec ポリシー参照: client1vpnPol

groupvpnIPsec VPN（フェーズ 2）

• 一致基準:

• source address any

• destination address any

• application any

• 許可アクション: tunnel ipsec-vpn groupvpn

group-sec-policyセキュリティ ポリシー（untrust ゾーン

から trust ゾーンへのトラフィックを許

可します）

untrust ゾーンの ge-0/0/0.0 インターフェースに向かう以下のタイ

プのトラフィックを許可します。

• IKE

• HTTPS

• ping

• SSH

ホスト インバウンド トラフィック

表92: リモート クライアントのグループ IKE ID 動的 VPN 構成

構成パラメータ名前機能

アクセス プロファイル参照: radius-profileリモート クライアントのアクセス プロ

ファイル

• IPsec VPN 参照: groupvpn

• ユーザー名の参照: derek および chris

• 保護されているリモート リソース: 10.100.100.0/24

• リモート例外: 0.0.0.0/0、1.1.1.1/24、0.0.0.0/32

groupcfgリモート クライアント

構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set access profile radius-profile authentication-order radius

set access profile radius-profile radius-server 10.100.100.250 secret

"$9$UYHPQ/9pB1h/COREcMW"
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set access firewall-authentication web-authentication default-profile radius-profile

set security ike policy clientpol-group mode aggressive

set security ike policy clientpol-group proposal-set compatible

set security ike policy clientpol-group pre-shared-key ascii-text

"$9$jwk.5OBESlMtpIcrex7wYgaDkFnC1RSn/u1RSleNdbYoGQz36/t4aUHqm

F3ylK8NbjikqPQGDnCp0hc8X7Nb2ZGi"

set security ike gateway groupgw ike-policy clientpol-group

set security ike gateway groupgw dynamic hostname juniper.net

set security ike gateway groupgw dynamic connections-limit 50

set security ike gateway groupgw dynamic ike-user-type group-ike-id

set security ike gateway groupgw external-interface ge-0/0/0.0

set security ike gateway groupgw xauth access-profile radius-profile

set security ipsec policy client1vpnPol proposal-set compatible

set security ipsec vpn groupvpn ike gateway groupgw

set security ipsec vpn groupvpn ike ipsec-policy client1vpnPol

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy group-sec-policy match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy group-sec-policy match

destination-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy group-sec-policy match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy group-sec-policy then permit

tunnel ipsec-vpn groupvpn

set security dynamic-vpn access-profile radius-profile

set security dynamic-vpn clients groupcfg remote-protected-resources 10.100.100.0/24

set security dynamic-vpn clients groupcfg remote-exceptions 0.0.0.0/0

set security dynamic-vpn clients groupcfg remote-exceptions 1.1.1.1/24

set security dynamic-vpn clients groupcfg remote-exceptions 0.0.0.0/32

set security dynamic-vpn clients groupcfg ipsec-vpn groupvpn

set security dynamic-vpn clients groupcfg user chris

set security dynamic-vpn clients groupcfg user derek

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services ike

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services https

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services ping

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services ssh

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

複数のユーザーに対してグループ IKE ID を構成するには、以下の手順に従います。

1. XAuth プロファイルを構成します。

[edit access]

user@host# set profile radius-profile authentication-order radius

user@host# set profile radius-profile radius-server 10.100.100.250 secret secret

user@host# set firewall-authentication web-authentication default-profile

radius-profile

2. IKE ポリシーを構成します。
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[edit security ike]

user@host# set policy clientpol-group mode aggressive

user@host# set policy clientpol-group proposal-set compatible

user@host# set policy clientpol-group pre-shared-key ascii-text

for-everyone-in-access-profile

3. IKE ゲートウェイを構成します。

[edit security ike]

user@host# set gateway groupgw ike-policy clientpol-group

user@host# set gateway groupgw dynamic hostname juniper.net

user@host# set gateway groupgw dynamic ike-user-type group-ike-id

user@host# set gateway groupgw dynamic connections-limit 50

user@host# set gateway groupgw external-interface ge-0/0/0.0

user@host# set gateway groupgw xauth access-profile radius-profile

4. IPsec を構成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy client1vpnPol proposal-set compatible

user@host# set vpn groupvpn ike gateway groupgw

user@host# set vpn groupvpn ike ipsec-policy client1vpnPol

5. セキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy group-sec-policy match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy group-sec-policy then permit tunnel ipsec-vpn groupvpn

6. ホスト インバウンド トラフィックを構成します。

[edit security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

user@host# set host-inbound-traffic system-services https

user@host# set host-inbound-traffic system-services ping

user@host# set host-inbound-traffic system-services ssh

7. 動的 VPN で使用するアクセス プロファイルを指定します。

[edit security dynamic-vpn]

user@host# set access-profile radius-profile

8. 動的 VPN を使用できるクライアントを構成します。

[edit security dynamic-vpn]

user@host# set clients groupcfg ipsec-vpn groupvpn

user@host# set clients groupcfg user derek

user@host# set clients groupcfg user chris

user@host# set clients groupcfg remote-protected-resources 10.100.100.0/24

user@host# set clients groupcfg remote-exceptions 0.0.0.0/0

user@host# set clients groupcfg remote-exceptions 1.1.1.1/24

user@host# set clients groupcfg remote-exceptions 0.0.0.0/32

結果 構成モードで、show security ike、show security ipsec、show security policies、show security

zones、および show security dynamic-vpn コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が

意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

user@host# show access

profile radius-profile {
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authentication-order radius;

radius-server {

10.100.100.250 secret "$9$UYHPQ/9pB1h/COREcMW"; ## SECRET-DATA

}

}

firewall-authentication {

web-authentication {

default-profile radius-profile;

}

}

user@host# show security ike

ike {

policy clientpol-group {

mode aggressive;

proposal-set compatible;

pre-shared-key ascii-text

"$9$jwk.5OBESlMtpIcrex7wYgaDkFnC1RSn/u1RSleNdbYoGQz36/t4aUHqm

F3ylK8NbjikqPQGDnCp0hc8X7Nb2ZGi"; ## SECRET-DATA

}

gateway groupgw {

ike-policy clientpol-group;

dynamic {

hostname juniper.net;

connections-limit 50;

ike-user-type group-ike-id;

}

external-interface ge-0/0/0.0;

xauth access-profile radius-profile;

}

}

user@host# show security ipsec

ipsec {

policy client1vpnPol {

proposal-set compatible;

}

vpn groupvpn {

ike {

gateway groupgw;

ipsec-policy client1vpnPol;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy group-sec-policy {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn groupvpn;

}

}
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}

}

}

}

user@host# show security zones

security-zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/0.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

https;

ping;

ssh;

}

}

}

}

}

user@host# show security dynamic-vpn

dynamic-vpn {

access-profile radius-profile;

clients {

groupcfg {

remote-protected-resources {

10.100.100.0/24;

}

remote-exceptions {

0.0.0.0/0;

1.1.1.1/24;

0.0.0.0/32;

}

ipsec-vpn groupvpn;

user {

chris;

derek;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

動的 VPN トンネルは、従来の IPsec VPN トンネルの監視に使用するコマンドと同じコマンド

で監視することができます。 構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを

実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの確認 765ページ

• 接続済みクライアントと割り当て済みアドレスの確認 765ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの確認 765ページ

• 同時接続および各ユーザーのパラメータの確認 765ページ
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IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 セキュリティ アソシエーションの IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。

接続済みクライアントと割り当て済みアドレスの確認

目的 リモート クライアントと、リモート クライアントに割り当てられている IP アドレスが XAuth

を使用していることを確認します。

アクション 動作モードで、show security ike active-peer コマンドを入力します。

IPsec フェーズ 2 ステータスの確認

目的 セキュリティ アソシエーションの IPsec フェーズ 2 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。

同時接続および各ユーザーのパラメータの確認

目的 同時接続数と、各ユーザーに対してネゴシエートされたパラメータを確認します。

アクション 動作モードで、show security dynamic-vpn users コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 738ページの動的 VPN トンネルについて

• 739ページの動的 VPN 構成の概要

• 757ページのグループ IKE ID および共有 IKE ID について

例: 複数のユーザーに対する個別の IKE ID の構成

この例では、複数のユーザーに対して個別の IKE ID を構成する方法を示します。

注: VPN へのアクセスを必要とするユーザーが多数存在する場合、各ユーザーに対

して個別の IKE ゲートウェイ、IPsec VPN、およびセキュリティ ポリシーを構成す

る作業が煩雑になります。 グループ IKE ID 機能では、複数のユーザーによる IKE

ゲートウェイ構成の共有が許可されるため、必要な VPN 構成の数が少なくなりま

す。 757ページの「「グループ IKE ID および共有 IKE ID について」」を参照して

ください。

• 要件 766ページ

• 概要 766ページ

• 構成 768ページ

• 確認 775ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスのネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

3. 3 人以上のユーザーが同時に接続する場合は、デバイスに動的 VPN ライセンスをインストー

ルします。 『Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices』を参照してくだ

さい。

4. 739ページの「「動的 VPN 構成の概要」」を読んでおきます。

概要

以下の例では、2 人のリモート動的 VPN ユーザーに対する構成を示します。 各ユーザーにつ

いて、IKE ポリシーおよびゲートウェイ、IPsec ポリシーおよび VPN、セキュリティ ポリシー

を構成する必要があります（766ページの表94 および 767ページの表95 を参照してください）。

ユーザーの認証とクライアントへの IP アドレスの割り当てには、外部 RADIUS サーバーが使

用されます（766ページの表93 を参照してください）。

表93: RADIUS サーバーのユーザー認証（個別の IKE ID）

構成パラメータ名前機能

• RADIUS は、ユーザーの認証情報の確認に使用する認証方法です。

• RADIUS サーバーの IP アドレスは 10.100.100.250 で、パスワードはシークレッ

トです。

• このプロファイルは、Web 認証のデフォルトのプロファイルです。

radius-profileXAuth プロファイル

表94: クライアント 1 の構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• モード: アグレッシブ

• プロポーザル セット: 互換

• 事前共有鍵: （ASCII）for-client1

client1polIKE ポリシー（フェーズ 1）

• IKE ポリシー参照: client1pol

• 動的ホスト名: juniper.net

• 外部インターフェース: ge-0/0/0.0

• アクセス プロファイル参照: radius-profile

client1gwIKE ゲートウェイ（フェーズ 1）

プロポーザル セット: 互換client1vpnPolIPsec ポリシー（フェーズ 2）

• IKE ゲートウェイ参照: client1gw

• IPsec ポリシー参照: client1vpnPol

client1vpnIPsec VPN（フェーズ 2）
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表94: クライアント 1 の構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• 一致基準:

• source address any

• destination address any

• application any

• 許可アクション: tunnel ipsec-vpn client1vpn

client1-policyセキュリティ ポリシー（untrust ゾーン

から trust ゾーンへのトラフィックを許

可します）

untrust ゾーンの ge-0/0/0.0 インターフェースに向かう以下のタイ

プのトラフィックを許可します。

• IKE

• HTTPS

• ping

• SSH

ホスト インバウンド トラフィック

アクセス プロファイル参照: radius-profileリモート クライアントのアクセス プロ

ファイル

• IPsec VPN 参照: client1vpn

• ユーザー名の参照: derek

• 保護されているリモート リソース: 10.100.100.0/24

• リモート例外: 0.0.0.0/0、1.1.1.1/24、0.0.0.0/32

cfg1リモート クライアント

表95: クライアント 2 の構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• モード: アグレッシブ

• プロポーザル セット: 互換

• 事前共有鍵: （ASCII）for-client2

client2polIKE ポリシー（フェーズ 1）

• IKE ポリシー参照: client2pol

• 動的ホスト名: juniper.net

• 外部インターフェース: ge-0/0/0.0

• アクセス プロファイル参照: radius-profile

client2gwIKE ゲートウェイ（フェーズ 1）

プロポーザル セット: 互換client2vpnPolIPsec ポリシー（フェーズ 2）

• IKE ゲートウェイ参照: client2gw

• IPsec ポリシー参照: client2vpnPol

client2vpnIPsec VPN（フェーズ 2）

• 一致基準:

• source address any

• destination address any

• application any

• 許可アクション: tunnel ipsec-vpn client2vpn

client2-policyセキュリティ ポリシー（untrust ゾーンか

ら trust ゾーンへのトラフィックを許可し

ます）
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表95: クライアント 2 の構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

untrust ゾーンの ge-0/0/0.0 インターフェースに向かう以下のタイ

プのトラフィックを許可します。

• IKE

• HTTPS

• ping

• SSH

ホスト インバウンド トラフィック

アクセス プロファイル参照: radius-profileリモート クライアントのアクセス プロファ

イル

• IPsec VPN 参照: client2vpn

• ユーザー名の参照: chris

• 保護されているリモート リソース: 10.100.100.0/24

• リモート例外: 0.0.0.0/0、1.1.1.1/24

cfg2リモート クライアント

構成

• XAuth プロファイルの構成 768ページ

• クライアント 1 の構成 769ページ

• クライアント 2 の構成 772ページ

XAuth プロファイルの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set access profile radius-profile authentication-order radius

set access profile radius-profile radius-server 10.100.100.250 secret

"$9$/or0tBEleWx7VlKX-dbaJ"

set access firewall-authentication web-authentication default-profile radius-profile

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

XAuth プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. アクセス プロファイルを構成します。

[edit access]

user@host# set profile radius-profile authentication-order radius

user@host# set profile radius-profile radius-server 10.100.100.250 secret secret

2. XAuth プロファイルを使用して、Web 認証を構成します。

[edit access]

user@host# set firewall-authentication web-authentication default-profile

radius-profile
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結果 構成モードで、show access コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成

と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

user@host# show access

profile radius-profile {

authentication-order radius;

radius-server {

10.100.100.250 secret "$9$/or0tBEleWx7VlKX-dbaJ"; ## SECRET-DATA

}

}

firewall-authentication {

web-authentication {

default-profile radius-profile;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

クライアント 1 の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike policy client1pol mode aggressive

set security ike policy client1pol proposal-set compatible

set security ike policy client1pol pre-shared-key ascii-text

"$9$AoVYuORx7VsgJW87Vb2GUfTz36ArlMx-weK"

set security ike gateway client1gw ike-policy client1pol

set security ike gateway client1gw dynamic hostname juniper.net

set security ike gateway client1gw external-interface ge-0/0/0.0

set security ike gateway client1gw xauth access-profile radius-profile

set security ipsec policy client1vpnPol proposal-set compatible

set security ipsec vpn client1vpn ike gateway client1gw

set security ipsec vpn client1vpn ike ipsec-policy client1vpnPol

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy client1-sec-policy match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy client1-sec-policy match

destination-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy client1-sec-policy match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy client1-sec-policy then

permit tunnel ipsec-vpn client1vpn

set security dynamic-vpn access-profile radius-profile

set security dynamic-vpn clients cfg1 remote-protected-resources 10.100.100.0/24

set security dynamic-vpn clients cfg1 remote-exceptions 0.0.0.0/0

set security dynamic-vpn clients cfg1 remote-exceptions 1.1.1.1/24

set security dynamic-vpn clients cfg1 remote-exceptions 0.0.0.0/32

set security dynamic-vpn clients cfg1 ipsec-vpn client1vpn

set security dynamic-vpn clients cfg1 user derek

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services ike

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services https

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services ping
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set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services ssh

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

単一のユーザーに対して動的 VPN を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE ポリシーを構成します。

[edit security ike]

user@host# set policy client1pol mode aggressive

user@host# set policy client1pol proposal-set compatible

user@host# set policy client1pol pre-shared-key ascii-text for-client1

2. IKE ゲートウェイを構成します。

[edit security ike]

user@host# set gateway client1gw ike-policy client1pol

user@host# set gateway client1gw dynamic hostname juniper.net

user@host# set gateway client1gw external-interface ge-0/0/0.0

user@host# set gateway client1gw xauth access-profile radius-profile

3. IPsec を構成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy client1vpnPol proposal-set compatible

user@host# set vpn client1vpn ike gateway client1gw

user@host# set vpn client1vpn ike ipsec-policy client1vpnPol

4. セキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy client1-sec-policy match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy client1-sec-policy then permit tunnel ipsec-vpn client1vpn

5. ホスト インバウンド トラフィックを構成します。

[edit security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

user@host# set host-inbound-traffic system-services https

user@host# set host-inbound-traffic system-services ping

user@host# set host-inbound-traffic system-services ssh

6. 動的 VPN で使用するアクセス プロファイルを指定します。

[edit security dynamic-vpn]

user@host# set access-profile radius-profile

7. 動的 VPN を使用できるクライアントを構成します。

[edit security dynamic-vpn]

user@host# set clients cfg1 ipsec-vpn client1vpn

user@host# set clients cfg1 user derek

user@host# set clients cfg1 remote-protected-resources 10.100.100.0/24

user@host# set clients cfg1 remote-exceptions 0.0.0.0/0

user@host# set clients cfg1 remote-exceptions 1.1.1.1/24

user@host# set clients cfg1 remote-exceptions 0.0.0.0/32
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結果 構成モードで、show security ike、show security ipsec、show security policies、show security

zones、および show security dynamic-vpn コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が

意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

user@host# show security ike

policy client1pol {

mode aggressive;

proposal-set compatible;

pre-shared-key ascii-text "$9$AoVYuORx7VsgJW87Vb2GUfTz36ArlMx-weK"; ## SECRET-DATA

}

gateway client1gw {

ike-policy client1pol;

dynamic hostname juniper.net;

external-interface ge-0/0/0.0;

xauth access-profile radius-profile;

}

user@host# show security ipsec

policy client1vpnPol {

proposal-set compatible;

}

vpn client1vpn {

ike {

gateway client1gw;

ipsec-policy client1vpnPol;

}

}

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy client1-sec-policy {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn client1vpn;

}

}

}

}

}

user@host# show security zones

security-zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/0.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

https;

ping;

ssh;

}

}
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}

}

}

user@host# show security dynamic-vpn

access-profile radius-profile;

clients {

cfg1 {

remote-protected-resources {

10.100.100.0/24;

}

remote-exceptions {

0.0.0.0/0;

1.1.1.1/24;

0.0.0.0/32;

}

ipsec-vpn client1vpn;

user {

derek;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

クライアント 2 の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security ike policy client2pol mode aggressive

set security ike policy client2pol proposal-set compatible

set security ike policy client2pol pre-shared-key ascii-text

"$9$AoVYuORx7VsgJW87Vb2GUfTz36ArlMx-weK"

set security ike gateway client2gw ike-policy client2pol

set security ike gateway client2gw dynamic hostname juniper.net

set security ike gateway client2gw external-interface ge-0/0/0.0

set security ike gateway client2gw xauth access-profile radius-profile

set security ipsec policy client2vpnPol proposal-set compatible

set security ipsec vpn client2vpn ike gateway client2gw

set security ipsec vpn client2vpn ike ipsec-policy client2vpnPol

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy client2-sec-policy match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy client2-sec-policy match

destination-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy client2-sec-policy match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy client2-sec-policy then

permit tunnel ipsec-vpn client1vpn

set security dynamic-vpn access-profile radius-profile

set security dynamic-vpn clients cfg2 remote-protected-resources 10.100.100.0/24

set security dynamic-vpn clients cfg2 remote-exceptions 1.1.1.1/24

set security dynamic-vpn clients cfg2 remote-exceptions 0.0.0.0/32

set security dynamic-vpn clients cfg2 ipsec-vpn client2vpn

set security dynamic-vpn clients cfg2 user chris
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set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services ike

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services https

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services ping

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0 host-inbound-traffic

system-services ssh

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

単一のユーザーに対して動的 VPN を構成するには、以下の手順に従います。

1. IKE ポリシーを構成します。

[edit security ike]

user@host# set policy client2pol mode aggressive

user@host# set policy client2pol proposal-set compatible

user@host# set policy client2pol pre-shared-key ascii-text for-client2

2. IKE ゲートウェイを構成します。

[edit security ike]

user@host# set gateway client2gw ike-policy client2pol

user@host# set gateway client2gw dynamic hostname juniper.net

user@host# set gateway client2gw external-interface ge-0/0/0.0

user@host# set gateway client2gw xauth access-profile radius-profile

3. IPsec を構成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy client2vpnPol proposal-set compatible

user@host# set vpn client2vpn ike gateway client2gw

user@host# set vpn client2vpn ike ipsec-policy client2vpnPol

4. セキュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy client2-sec-policy match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy client2-sec-policy then permit tunnel ipsec-vpn client2vpn

5. ホスト インバウンド トラフィックを構成します。

[edit security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

user@host# set host-inbound-traffic system-services https

user@host# set host-inbound-traffic system-services ping

user@host# set host-inbound-traffic system-services ssh

6. 動的 VPN で使用するアクセス プロファイルを指定します。

[edit security dynamic-vpn]

user@host# set access-profile radius-profile

7. 動的 VPN を使用できるクライアントを構成します。

[edit security dynamic-vpn]
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user@host# set clients cfg2 ipsec-vpn client1vpn

user@host# set clients cfg2 user chris

user@host# set clients cfg2 remote-protected-resources 10.100.100.0/24

user@host# set clients cfg2 remote-exceptions 1.1.1.1/24

user@host# set clients cfg2 remote-exceptions 0.0.0.0/32

結果 構成モードで、show security ike、show security ipsec、show security policies、show security

zones、および show security dynamic-vpn コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が

意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

user@host# show security ike

policy client2pol {

mode aggressive;

proposal-set compatible;

pre-shared-key ascii-text "$9$AoVYuORx7VsgJW87Vb2GUfTz36ArlMx-weK"; ## SECRET-DATA

}

gateway client2gw {

ike-policy client2pol;

dynamic hostname juniper.net;

external-interface ge-0/0/0.0;

xauth access-profile radius-profile;

}

user@host# show security ipsec

policy client2vpnPol {

proposal-set compatible;

}

vpn client2vpn {

ike {

gateway client2gw;

ipsec-policy client2vpnPol;

}

}

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy client2-sec-policy {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn client2vpn;

}

}

}

}

}

user@host# show security zones

security-zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/0.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {
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ike;

https;

ping;

ssh;

}

}

}

}

}

user@host# show security dynamic-vpn

access-profile radius-profile;

clients {

cfg2 {

remote-protected-resources {

10.100.100.0/24;

}

remote-exceptions {

1.1.1.1/24;

0.0.0.0/32;

}

ipsec-vpn client2vpn;

user {

chris;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

動的 VPN トンネルは、従来の IPsec VPN トンネルの監視に使用するコマンドと同じコマンド

で監視することができます。 構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを

実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの確認 775ページ

• 接続済みクライアントと割り当て済みアドレスの確認 775ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの確認 776ページ

• 同時接続および各ユーザーのパラメータの確認 776ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの確認

目的 セキュリティ アソシエーションの IKE フェーズ 1 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ike security-associations コマンドを入力します。

接続済みクライアントと割り当て済みアドレスの確認

目的 リモート クライアントと、リモート クライアントに割り当てられている IP アドレスが XAuth

を使用していることを確認します。

アクション 動作モードで、show security ike active-peer コマンドを入力します。

775Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第22章: 動的 VPN



IPsec フェーズ 2 ステータスの確認

目的 セキュリティ アソシエーションの IPsec フェーズ 2 ステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show security ipsec security-associations コマンドを入力します。

同時接続および各ユーザーのパラメータの確認

目的 同時接続数と、各ユーザーに対してネゴシエートされたパラメータを確認します。

アクション 動作モードで、show security dynamic-vpn users コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 738ページの動的 VPN トンネルについて

• 739ページの動的 VPN 構成の概要

• 757ページのグループ IKE ID および共有 IKE ID について

• 759ページの例: 複数のユーザーに対するグループ IKE ID の構成

動的 VPN アクセスでの Junos Pulse クライアント

• Junos Pulse クライアントについて 776ページ

• Junos Pulse クライアントのインストール要件 777ページ

• Junos Pulse クライアント ソフトウェアの配備 778ページ

• Junos Pulse インターフェースおよび接続 779ページ

• Junos Pulse 接続の管理 781ページ

Junos Pulse クライアントについて

Junos Pulse は、LAN および WAN 上で、保護されたリソースやサービスへの認証された安全な

ネットワーク接続を可能にします。 Juniper Networks Access Manager と呼ばれる旧バージョ

ンのアクセス クライアントを置き換える目的で開発されたリモート アクセス クライアントで

す。 Junos Pulse クライアントをインストールする前に、アクセス クライアントをアンイン

ストールする必要があります。

Junos Pulse は、Junos OS を実行する SRX シリーズ ゲートウェイへのリモート仮想プライ

ベート ネットワーク（VPN）トンネル接続をサポートします。 Junos Pulse クライアント用の

ファイアウォール アクセス環境を構成するには、SRX シリーズ ゲートウェイで VPN 設定を構

成し、Junos Pulse クライアントのファイアウォール接続を作成および配備する必要がありま

す。

Junos OS 10.2 から 10.4 を実行する SRX シリーズ デバイスでは、Junos Pulse はサポート

されていますが、個別に配備する必要があります。 Junos OS リリース 11.1 以降では、クラ

イアント マシンに Pulse クライアントが存在しない場合は、SRX シリーズ デバイスにログイ

ンすると、Pulse クライアントが自動的にダウンロードされ、インストールされます。 クライ
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アント マシンに Pulse クライアントが存在する場合は、Pulse クライアントを起動する必要

があります。

関連項目 733ページの動的 VPN の概要•

• 777ページのJunos Pulse クライアントのインストール要件

• 778ページのJunos Pulse クライアント ソフトウェアの配備

Junos Pulse クライアントのインストール要件

Junos Pulse リリース 2.0 クライアント ソフトウェアは、Microsoft Windows を実行するコ

ンピュータでサポートされています。 777ページの表96 は、Junos Pulse クライアント ソフト

ウェアをサポートするために必要な最小限のハードウェアおよびソフトウェア要件を一覧にし

たものです。

表96: Junos Pulse クライアントのハードウェアおよびソフトウェア要件

要件コンポーネント

• Service Pack 2 を適用した Vista

Ultimate/Business/Home-Basic/Home-Premium（32 ビットまたは 64

ビット プラットフォーム）、Internet Explorer 9.0、Internet

Explorer 7.0、Firefox 3.0、Firefox 3.5

• Windows 7 Ultimate/Professional/Home-Basic/Home-Premium（32 ビッ

トまたは 64 ビット プラットフォーム）、Internet Explorer 9.0、

Internet Explorer 7.0、Firefox 3.0、Firefox 3.5

• Service Pack 3 を適用した XP Home（32 ビット プラットフォームの

み）、Internet Explorer 9.0、Internet Explorer 7.0、Firefox 3.0、

Firefox 3.5

オペレーティング システム

およびブラウザ

1.8 GHzCPU

RAM 1 GBメモリ

インストール: 25 MB、ログ: 50 MB使用可能なディスク スペー

ス

注: Junos Pulse 2.0 は、Windows Server プラットフォームや、Macintosh または

Linux プラットフォームではサポートされていません。 また、64 ビット版ブラウ

ザでの動作もサポートされていません。
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注: セキュリティの強化のため、Windows エンドポイントでのユーザーの簡易切替

え機能を無効にするようお勧めします。 ユーザーの簡易切替え機能は、1 台のコン

ピュータから複数のユーザーが同時にログオンできる機能です。 Windows 7 と

Windows Vista、および Windows XP のドメイン ユーザーでは、この機能がデフォ

ルトで有効になっています。 ユーザーの簡易切替え機能を有効にすると、システム

上のすべての同時ユーザー セッションが、ネットワークおよびインフラネット コ

ントローラへの現在のデスクトップ接続にアクセスできます。 そのため、1 人の

ユーザーがネットワークに接続している場合は、同じコンピュータでログインした

他のユーザーもそのネットワークにアクセスできることになり、セキュリティ リス

クが生じます。

関連項目 733ページの動的 VPN の概要•

• 776ページのJunos Pulse クライアントについて

• 778ページのJunos Pulse クライアント ソフトウェアの配備

Junos Pulse クライアント ソフトウェアの配備

動的 VPN 機能は、構成する必要があります。この機能は、SRX シリーズ デバイスではデフォ

ルトで無効になっています。 使用できるようにするには、有効にして構成する必要がありま

す。 動的 VPN 機能は、ネットワーク上のトラフィックを IPsec VPN トンネルを介して通過さ

せることによって安全に保護します。 VPN 構成の一環としてクライアント構成を定義します。

クライアントと設定は、ユーザーの PC にダウンロードされます。 ユーザーは、Junos Pulse

クライアントをインストールする前に、Access Manager をアンインストールする必要がありま

す。 739ページの「「動的 VPN 構成の概要」」を参照してください。

Junos Pulse Client Installation Overview - このセクションでは、Junos Pulse クライアン

ト ソフトウェアを SRX シリーズ ゲートウェイから配備する方法について説明します。

Junos Pulse は、以下の方法で SRX シリーズ デバイスからエンドポイントに配備できます。

• Web Install— Web インストールでは、動的 VPN の URL を使用してアクセス ゲートウェイ

の’ Web ポータルにログインすると、クライアント マシンに Pulse クライアントがダウン

ロードされます。 クライアント マシンに Pulse クライアントがダウンロードされたら、

ファイアウォール接続を作成する必要があります。

注: Junos Pulse のインストール時は、Windows エンドポイントのアクティブな

ネットワーク接続が再起動されます。 WAN 経由でアクセス ゲートウェイの Web

インターフェースに Junos Pulse のインストールを開始すると、ネットワーク接

続を再確立するために ISP への再ログインが必要になる場合があります。 ユー

ザーは、インストールを開始する前に、このような問題があることを知っておく

必要があります。

関連項目 739ページの動的 VPN 構成の概要•

• 776ページのJunos Pulse クライアントについて
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• 779ページのJunos Pulse インターフェースおよび接続

• 781ページのJunos Pulse 接続の管理

Junos Pulse インターフェースおよび接続

• Junos Pulse インターフェース 779ページ

• Junos Pulse 接続のタイプ 779ページ

• Junos Pulse 接続ステータス 780ページ

• Junos Pulse のログ ファイル 780ページ

Junos Pulse インターフェース

Junos Pulse インターフェースは、ネットワーク接続を示し、エンドポイントの接続、セキュ

リティ、アクセラレーションに関するステータスを表示します。 SRX シリーズ デバイスでは、

オプションの WAN アクセラレーション ソフトウェアがインストールされている必要がありま

す。 WAN アクセラレーション ソフトウェアは、ネットワーク デバイスと連携し、WAN に接続

しているときにアプリケーションのパフォーマンスを最適化します。

Junos Pulse インターフェースが [アクセラレーション] ペインを表示している場合、接続し

ているネットワーク デバイスは、WAN 最適化によって WAN 上でのアプリケーション性能を向

上できることを表します。 Junos Pulse のアクセラレーション サービスでは、特別な設定は

不要です。 Junos Pulse は、データ センターで自動的に Juniper Networks WXC シリーズの

アプリケーション アクセラレーション プラットフォームを発見し、クライアントとサーバー

の両方がサポートできるサービスのレベルをネゴシエートします。 サービスがアクティブな場

合は、チェック マーク アイコンが表示されます。

環境によっては、WAN 最適化をオフにした方が、特定のアプリケーションのネットワーク性能

が向上する場合もあります。

WAN 最適化を無効にするには、Junos Pulse の [アクセラレーション] ペインで [有効化] ま

たは [無効化] をクリックします。

• Connections— 選択した接続に対して、切断、編集、削除のいずれかの動作を実行します。

新規接続を追加します。 全接続の保存した設定を破棄します。

• Logs— 注釈の追加、ロギング レベルの設定、ログ ファイルの保存を実行します。

• About— バージョンおよび著作権情報を表示します。

• Help— ヘルプ ファイルを表示します。

• Close— Junos Pulse インターフェースを閉じます。 プログラムを閉じても、アクティブな

ネットワーク接続は切断されないことに注意してください。

Junos Pulse 接続のタイプ

新しい接続を定義するときに選択する接続タイプは、保護されたネットワーク リソースへのア

クセスを提供するデバイスのタイプに関連しています。 SRX シリーズ サービス ゲートウェイ

では、「ファイアウォール」接続タイプを使用します。
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ワイヤレス接続を介して SRX シリーズ デバイスにアクセスする場合は、Junos ワイヤレス

ネットワークへの接続に対して Windows サプリカントを使用し、Junos Pulse を通じて SRX

シリーズ ファイアウォールに接続します。

Junos Pulse 接続ステータス

Junos Pulse は、[接続] ペインとシステム トレイに接続ステータスを表示します。 [接続]

ペインのアイコンは、各接続の状態を示します。 接続ステータスは、システム トレイ アイコ

ンでも示されます。

注: システム トレイ アイコンを右クリックすることで、Junos Pulse インター

フェースを開いたり、Junos Pulse を閉じたりすることができます。

接続の状態は次のいずれかです。

• 接続がありません。

• 接続中。 失敗または成功するまで、接続はこの状態を維持します。

• 接続に問題があります。

• 接続は失敗しました。

• 接続済み。

Junos Pulse のログ ファイル

Junos Pulse のログ ファイルは、接続の問題を解決するうえで効果的な情報を追跡して提供し

ます。 ログ記録はバックグラウンドの動作です。 トラブルシューティングの一部として変更

を指示された場合を除いて、ログ環境を変更する必要はありません。

トラブルシューティングを支援するため、次の作業を要求される場合があります。

• Annotate the logs—ログ ファイルに注釈を追加するときは、ログ ファイルの特定の位置に、

印となるテキストを挿入します。 たとえば、接続問題をトラブルシューティングするとき

に、特定のテキストでログ ファイルに注釈を付け、失敗している接続を試みてから、もう一

度ログ ファイルに注釈を付けるよう要求される場合があります。 この一連の作業により、

サポート担当者は、ユーザーが挿入したテキストをログ ファイルで検索できます。 テキス

トには、接続の問題を追跡するログ ファイルの項目がまとめられています。

• Set the log level— デフォルトのログ レベルは [通常] です。 トラブルシューティングで

は、ログ レベルを [詳細] に変更するよう要求される場合があります。

• Save the logs— [名前を付けて保存] 操作では、全ログ ファイルが 1 つの .zip ファイル

にまとめられます。ファイルの保存場所は、指定できます。

関連項目 776ページのJunos Pulse クライアントについて•

• 778ページのJunos Pulse クライアント ソフトウェアの配備

• 781ページのJunos Pulse 接続の管理
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Junos Pulse 接続の管理

• 接続を追加 781ページ

• ネットワークへの接続 781ページ

• アクティブなネットワークからの切断 783ページ

• 接続プロパティの表示 783ページ

• 接続プロパティの編集 783ページ

• 保存した設定を破棄 783ページ

• 接続を削除 784ページ

• Junos Pulse の接続問題のトラブルシューティング 784ページ

• ログに注釈を追加 785ページ

• ログ レベルを設定 785ページ

• ログ ファイルを保存 786ページ

• コンポーネント バージョン情報の表示 786ページ

接続を追加

Junos Pulse での各接続は、保護されたネットワークを表しています。 通常、ネットワーク管

理者は、ユーザーの接続を定義するので、[接続を追加] 機能を無効にしている場合がありま

す。 新しい接続の作成が必要な場合には、ネットワーク管理者から使用する設定の指示があり

ます。

新しい接続を追加するには:

• [接続] ペインで [接続を追加] ボタンをクリックします。

[接続を追加] ダイアログ ボックスが表示されます。

• [Type]（タイプ）では、以下のいずれかを選択します。

• Firewall—Juniper Networks SRX シリーズのデバイスに接続する場合は、このネットワー

ク タイプを使用します。

• [名前] には、この接続の記述名を指定します。 指定した名前が、Junos Pulse インター

フェースの [接続] ペインに表示されます。

• [サーバーURL] には、接続先のネットワークを指定します。 サーバーURL は、以下の形式の

どちらでも入力できます。

• IP アドレス（例: 10.204.71.86）

• DNS 名（例: server.mycompany.net）

• [追加] をクリックして、新しい接続を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。 [接続]

をクリックして、新しい接続を保存し、ネットワークへの接続を開始します。

ネットワークへの接続

[接続] ペインに少なくとも 1 つの接続が表示されていないと、ネットワークに接続できませ

ん。 表示される接続プロンプトは、ネットワーク アクセス環境により異なります。
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注: ワイヤレス ネットワークで Junos Pulse を使用するには、最初にエンドポイ

ントのワイヤレス ネットワーク設定を構成する必要があります。これには、Windows

を使用するか、またはエンドポイントにインストールされているワイヤレス デバイ

ス ソフトウェアを使用します。 たとえば、Windows XP では、[スタート] > [コン

トロール パネル] > [ネットワーク接続] で Windows のネットワーク設定オプショ

ンにアクセスします。 または、ネットワーク管理者が、ユーザーのワイヤレス接続

およびスキャン リストを定義し、Junos Pulse でそれらを指定することもできま

す。

ネットワークへの接続に、定義された接続を使用するには:

1. [接続] リストで、確立する接続の [接続] をクリックします。

2. ユーザー名やパスワードなど、情報の入力プロンプトに応答します。

[接続] ボタンをクリックした後に、以下のプロンプトへの応答が必要となる場合があります。

• [証明書] — Junos Pulse が認証サーバーと通信する必要があり、ネットワーク管理者が複数

のサーバーを構成している場合、サーバーを選択するように要求されます。 認証機関によっ

て発行された証明書は、接続先のネットワーク リソースが有効であることを証明します。

証明書が信頼されたソースからのものである場合、自動的に受理され、証明書のプロンプト

は表示されません。 証明書に問題がある場合、証明書を受理し接続を続行するか、確認を求

められる場合があります。

• [認証情報] — ユーザー名とパスワード、またはユーザー名とトークン コード。アクセス デ

バイスに対してユーザーの身元を確立します。 セカンダリのユーザー名とパスワードおよび

プロシキ サーバーへのユーザー名とパスワードを要求される場合もあります。 パスワード

またはトークン PIN 番号を定期的に変更するように、認証環境から要求される場合がありま

す。

ログイン画面ごとに [設定を保存] チェック ボックスが表示される場合があります （この機

能は管理者が無効にできます）。このチェック ボックスを選択しておくと、次回以降のログイ

ンでは、そのログイン画面で情報の入力を求められなくなります。 設定を保存した場合、[保

存した設定を破棄] 機能を使用すると、再びログイン情報が要求されるようになります。 [設

定を保存] 機能では、以下の情報を保存できます。

• 証明書の受理

• 証明書の選択

• ユーザー名とパスワード

接続プロンプトすべてに応答した後で実行される手順は、ネットワーク管理者が構成したアク

セス ポリシー、およびネットワーク アクセス デバイスのタイプにより異なります。 接続プ

ロセスには、以下のタスクが含まれる場合があります。
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• [ソフトウェアの更新] — Junos Pulse は、接続時に自動的に更新できます。 システムは、

更新された Junos Pulse ソフトウェアを受領します。または、新しいタイプのネットワーク

アクセス デバイスに初めて接続するときなど、拡張サービスをサポートするために、追加ソ

フトウェア モジュールを受領します。

アクティブなネットワークからの切断

ネットワークから切断するには:

1. Junos Pulse の [接続] ペインで、切断したい接続の [切断] をクリックします。

もしくは

1. Junos Pulse の [接続] ペインで、接続を右クリックして、ポップアップ メニューを表示

します。

2. [Disconnect] をクリックします。

接続プロパティの表示

接続のプロパティを表示するには:

1. [接続] リストで、接続名の隣の展開アイコンをクリックします。 接続の詳細が、接続の下

に表示されます。

接続プロパティの編集

接続を作成した後、URL および [接続] ペインに表示される名前を編集できます。 接続を編集

できるのは、その接続が現在アクティブでない場合のみです。

接続を編集するには:

1. [接続] ペインで接続を右クリックして、ポップアップ メニューを表示し、[編集] をクリッ

クします。

[接続を編集] ダイアログ ボックスが表示されます。

2. 接続を編集し、[保存] をクリックして変更を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。ま

たは、[接続] をクリックして接続を開始し、ダイアログ ボックスを閉じます。

もしくは

1. 接続をクリックして選択します。

2. [接続を編集] ボタンをクリックします。

[接続を編集] ダイアログ ボックスが開きます。

3. 接続を編集し、[保存] をクリックして変更を保存し、ダイアログ ボックスを閉じます。ま

たは、[接続] をクリックして接続を開始し、ダイアログ ボックスを閉じます。

保存した設定を破棄

ネットワークに接続するときに、[設定を保存] チェック ボックスを選択すると、ログイン認

証情報を Junos Pulse に保存できます （この機能は、ネットワーク管理者が無効にすること
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ができます）。何らかの応答をすることを求められる画面ごとに [設定を保存] チェック ボッ

クスがあります。 設定を保存すると、以後のログイン試行では、その情報の提供を要求されま

せん。 ログイン認証情報が変更された場合は、Junos Pulse に保存した設定をクリアする必要

があります。これにより、もう一度ログイン認証情報の提供が要求されます。

保存したログイン認証情報を削除するには、以下の手順に従います。

1. [接続] リストの任意の場所を右クリックして、ポップアップ メニューを表示します。

2. [保存した設定を破棄] をクリックします。 Junos Pulse は、構成済みの全接続について保

存された設定をクリアします。

もしくは

1. [保存した設定を破棄] ボタンをクリックします。

接続を削除

接続を削除するには、以下の手順に従います。

1. [接続] リストで、削除したい接続をクリックして選択します。

2. [削除] ボタンをクリックします。

3. 接続が削除される前に、決定を確認するよう表示されます。

もしくは

1. 削除したい接続を右クリックして、ポップアップ メニューを表示し、[削除] をクリックし

ます。

2. 接続が削除される前に、決定を確認するよう表示されます。

Junos Pulse の接続問題のトラブルシューティング

接続の問題を解決するために、次のトラブルシューティング情報を利用できます。 784ページの

表97 は、問題、説明、および解決のヒントをまとめたものです。

表97: Junos Pulse のトラブルシューティング情報

説明と解決のヒント問題

Junos Pulse は、そのサーバーの身元を確認できませ

ん。 このエラーのような証明書のエラーは、信頼さ

れたサーバーに接続しようとしていることを Junos

Pulse が確認できないことを表しています。 サーバー

証明書が取り消されたり、期限切れになっている可能

性があります。 ユーザーの組織が自分で署名した証

明書を使用している場合のように、Junos Pulse が認

識できない認証機関によって証明書が発行されている

可能性もあります。 ネットワーク管理者がこの権限

を有効にしている場合は、継続してサーバーに接続す

ることができます。ただし、ネットワーク管理者が証

明書エラーを無視するよう指示している場合に限りま

す。

ログイン時に次のメッセージが表示される。

信頼されていないサーバーへの認証を行おうとして

います。 この接続の証明書を受理しますか?
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表97: Junos Pulse のトラブルシューティング情報 （続き）

説明と解決のヒント問題

Junos Pulse の接続を起動するときに [設定を保存]

チェック ボックスを選択すると、その接続をユーザー

が起動するごとにログイン情報の入力は要求されず、

指定した認証情報が使用されます。 ただし、Junos

Pulse は、ユーザーがネットワーク パスワードを変

更しても検出できません。保存した設定を使用し続け

ると、「信用情報は無効でした」エラーが発生する場

合があります。 この問題を解決するには、[保存した

設定を破棄] ボタンをクリックします。

次に接続するとき、ログイン認証情報の入力が要求さ

れ、新しいログイン情報を指定できます。 [設定を保

存] チェック ボックスを選択すると、新しい認証情

報が保存されます。

ログイン時に次のメッセージが表示される。

認証情報は無効でした。 再試行してください。

[接続] ペインに接続失敗アイコンが表示された場合

は、接続をクリックして、接続ステータスを表示して

ください。 [詳細] セクションに具体的なエラーが表

示されます。それをクリックすると、エラーの詳細な

説明を示すウィンドウが表示されます。

システム トレイ アイコンと [接続] ペインの

アイコンが失敗状態に変わる。

接続は失敗しました

ログに注釈を追加

ログ ファイルに注釈を追加するときは、ログ ファイルの特定の位置に、印となるテキストを

挿入します。 たとえば、接続問題をトラブルシューティングするときに、特定のテキストでロ

グ ファイルに注釈を付け、失敗している接続を試みてから、もう一度ログ ファイルに注釈を

付けるよう要求される場合があります。 この一連の作業により、サポート技術者は、接続の問

題を追跡するログ ファイル項目を簡単に見つけることができます。

Junos Pulse ログ ファイルに注釈を追加するには:

1. Junos Pulse ウィンドウの最上部にあるプログラム アイコンをクリックして、ポップアッ

プ メニューを表示します。

2. [ログ] > [注釈] をクリックして、[ログに注釈を追加] ダイアログ ボックスを開きます。

3. 注釈テキストを入力して、[OK] をクリックします。

ログ レベルを設定

ログ レベルを設定するには:

1. Junos Pulse ウィンドウの最上部にあるプログラム アイコンをクリックして、ポップアッ

プ メニューを表示します。

2. [ログ] > [ログ レベル] > [詳細] または [ログ] > [ログ レベル] > [通常] をクリック

します。 チェック マークは、現在有効なオプションを示します。

[通常] ログがデフォルトです。 接続の問題をトラブルシューティングしている場合を除いて、

ログを [通常] に設定してください。
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[詳細] ログでは、ログ項目の数が増え、ログ ファイルのサイズが大きくなります。 通常は、

問題をトラブルシューティングしているときにのみ、詳細ログを有効にします。

ログ ファイルを保存

トラブルシューティング プロセスの一部として、Junos Pulse ログ ファイルの保存を要求さ

れる場合があります。 Pulse には複数のコンポーネントが含まれ、各コンポーネントが 1 つ

以上のログ ファイルを生成します。 [名前を付けて保存] 操作により、Pulse ログ ファイル

および他の診断ファイルがすべてまとめられ、LogsAndDiagnostics.zip という名前の 1 つの

ファイルが作成されます。

Junos Pulse ログ ファイルを保存するには:

1. Junos Pulse ウィンドウの最上部にあるプログラム アイコンをクリックして、ポップアッ

プ メニューを表示します。

2. [ログ] > [名前を付けて保存] をクリックします。 [名前を付けて保存] ダイアログ ボッ

クスが表示されます。

3. デフォルトの位置とファイル名を確定するか、新しい位置とファイル名を指定して、[保存]

をクリックします。

コンポーネント バージョン情報の表示

トラブルシューティングでは、ネットワーク管理者から、Junos Pulse プログラムのバージョ

ン番号を確認するよう依頼される場合があります。 Junos Pulse のバージョン情報を表示する

には、次の操作を行います。

1. [Pulse] > [バージョン情報] をクリックして、[バージョン情報] ダイアログ ボックスを

開きます。

2. [バージョン詳細] をクリックして [Pulse Version Details] （Pulse バージョンの詳細）

ダイアログ ボックスを表示します。

関連項目 776ページのJunos Pulse クライアントについて•

• 778ページのJunos Pulse クライアント ソフトウェアの配備

• 779ページのJunos Pulse インターフェースおよび接続

Access Manager のクライアント側の参照

• Access Manager のクライアント側システムの要件 786ページ

• Access Manager のクライアント側ファイル 787ページ

• Access Manager のクライアント側レジストリの変更 790ページ

• Access Manager のクライアント側エラー メッセージ 790ページ

• Access Manager のクライアント側の問題のトラブルシューティング 795ページ

Access Manager のクライアント側システムの要件

ユーザーは、インターネット接続している Windows XP 32 ビット、Windows Vista 64/32 ビッ

ト、および Windows 7 64/32 ビットの各マシンに Access Manager をインストールすることが
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できます。 クライアントのインストールには管理者権限が必要ですが、実行には管理者権限は

必要ありません。

Access Manager は、1 台のコンピュータ上で他の Juniper Networks クライアント（Odyssey

アクセス クライアント（OAC）、Network Connect クライアント、Windows セキュア アプリ

ケーション マネージャ（WSAM）クライアント、ホスト チェッカー クライアント、WX クライ

アントなど）と同時に実行することができます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 737ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 787ページのAccess Manager のクライアント側ファイル

• 790ページのAccess Manager のクライアント側レジストリの変更

• 790ページのAccess Manager のクライアント側エラー メッセージ

• 795ページのAccess Manager のクライアント側の問題のトラブルシューティング

Access Manager のクライアント側ファイル

787ページの表98 は、Access Manager がユーザーのコンピュータ上にファイルをインストール

するディレクトリと、インストールされるファイル、ユーザーがクライアントをアンインストー

ルしても残るファイルのリストです。

表98: Access Manager のクライアント側ファイル

アンインストール後も残る

ファイルディレクトリにインストールされるファイルインストール先ディレクトリ

install.log• ConnectionManagerService.dll

• install.log

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\Connection Manager

install.log• ConnectionStoreService.dll

• dcfDOM.dll

• install.log

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\ConnectionStore

install.log• install.log

• ipsecmgr.dll

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\IPSecMgr
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表98: Access Manager のクライアント側ファイル （続き）

アンインストール後も残る

ファイルディレクトリにインストールされるファイルインストール先ディレクトリ

install.log

ログ ファイルの場所:

C:\Documents and

Settings\All

Users\Application

Data\Juniper

Networks\Logging

• AccessServiceComponent.x86.exe

• ConnectionMgrComponent.x86.exe

• ConnectionStoreComponent.x86.exe

• install.log

• IPSecMgrComponent.x86.exe

• JamGUIComponent.x86.exe

• JamInstaller.dep

• jnprnaInstall.exe

• TunnelManagerComponent.x86.exe

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

• vpnAccessMethodComponent.x86.exe

PROGRAMFILES%\Juniper

Networks\Juniper Access Manager

install.log• install.log

• jamCommand.exe

• jamTray.exe

• jamUI.exe

• jamUIResource_EN.dll

• uiPlugin.dll

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\JamUI

install.log• access.ini

• dsAccessService.exe

• dsInstallerService.dll

• dsLogService.dll

• install.log

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper Networks\JUNS
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表98: Access Manager のクライアント側ファイル （続き）

アンインストール後も残る

ファイルディレクトリにインストールされるファイルインストール先ディレクトリ

• install.log

• jnprnaNetInstall.log

• install.log

• jnprna.cat

• jnprna.inf

• jnprna.sys

• jnprnaapi.dll

• jnprnaNetInstall.dll

• jnprnaNetInstall.log

• jnprna_m.cat

• jnprna_m.inf

• jnprva.cat

• jnprva.inf

• jnprva.sys

• jnprvamgr.cat

• jnprvamgr.dll

• jnprvamgr.inf

• jnprvamgr.sys

• nsStatsDump.exe

• uninst.exe

• versionInfo.ini

• %WINDIR%\system32\drivers\jnprna.sys

• %WINDIR%\system32\drivers\jnprva.sys

• %WINDIR%\system32\drivers\jnprvamgr.sys

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\JNPRNA

install.log• dsTMClient.dll

• dsTMService.dll

• dsTunnelManager.dll

• install.log

• TM.dep

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

COMMONFILES%\Juniper

Networks\Tunnel Manager

install.log• install.log

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

• vpnAccessMethod.dll

• vpnAccessMethod_EN.dll

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\vpnAccessMethod

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 737ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 786ページのAccess Manager のクライアント側システムの要件
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• 790ページのAccess Manager のクライアント側レジストリの変更

• 790ページのAccess Manager のクライアント側エラー メッセージ

• 795ページのAccess Manager のクライアント側の問題のトラブルシューティング

Access Manager のクライアント側レジストリの変更

790ページの表99 は、動的 VPN トンネルの作成時に、Access Manager クライアントとコンポー

ネントが、ユーザーのコンピュータ上で行う Windows レジストリの変更をまとめたリストで

す。

表99: Access Manager のクライアント側レジストリの変更

レジストリ キーの変更レジストリ キーの場所

• jnprnaapi"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\JNPRNA\\jnprnaapi.dll

• jnprvamgr"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\JNPRNA\\jnprvamgr.dll

• nsStatsDump"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\JNPRNA\\nsStatsDump.exe

• dsLogService"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\JUNS\\dsLogService.dll

• dsTMClient"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\Tunnel Manager\\dsTMClient.dll

• dsTunnelManager"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\Tunnel Manager\\dsTunnelManager.dll

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Juniper Networks\Common Files

• LogFileName"="C:\\Documents and Settings\\All

Users\\Application Data\\Juniper

Networks\\Logging\\debuglog.log

• "Level"="3"

• "LogSizeInMB"="10"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Juniper Networks\Logging

（内容は変化します。 サーバーからダウンロードされたクライア

ント構成データが含まれます）

HKCU\Software\Juniper Networks\Access Manager\

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 737ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 786ページのAccess Manager のクライアント側システムの要件

• 787ページのAccess Manager のクライアント側ファイル

• 790ページのAccess Manager のクライアント側エラー メッセージ

• 795ページのAccess Manager のクライアント側の問題のトラブルシューティング

Access Manager のクライアント側エラー メッセージ

791ページの表100 は、Access Manager のインストールまたは実行中に発生する可能性があるエ

ラーと、そのエラー メッセージの原因、推奨される対処方法のリストです。
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表100: 動的 VPN のクライアント側エラー

推奨されるユーザーの対処考えられる原因エラー メッセージ

ファイアウォールへの再接続を試行します。内部エラーComponent instance

already in use（コン

ポーネント インスタンス

がすでに使用中です）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を終了して再起

動します。

内部エラーMemory allocation

failure（メモリ割り当て

に失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を終了して再起

動します。

内部エラーFailed to load

connection store（接続

ストアのロードに失敗し

ました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を終了して再起

動します。

内部エラー 指定したファイアウォールの接続情報を

取得できませんでした。

Cannot get connection

information for

firewall（ファイア

ウォールの接続情報を取

得できません）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

内部エラー HTTP 応答を解読できませんでした。Authentication failure:

Unknown HTTP response

code（認証に失敗しまし

た: 不明な HTTP 応答

コード）

認証情報を再入力します。ユーザーが、不正なユーザー名またはパスワードを

入力しました。

Authentication failure:

Incorrect username or

password（認証に失敗し

ました: 不正なユーザー

名またはパスワード）

別のユーザーによってライセンスが解放されたら、

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

使用可能なすべてのライセンスが現在他の動的 VPN

セッションで使用されているか、その機能に対して

ライセンスがインストールされていません。

Authentication failure:

Firewall is out of

licenses（認証に失敗し

ました: ファイアウォー

ルのライセンス不足）

システム管理者にお問い合わせください。指定したユーザー アカウントに対して現在使用でき

る構成がありません。

Authentication failure:

No configuration

available（認証に失敗し

ました: 使用できる構成

がありません）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を終了して再起

動します。

内部エラー 接続ストアからのルート エントリの読

み取りに失敗しました。

Cannot create IPsec

route entry（IPsec ルー

ト エントリを作成できま

せん）
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表100: 動的 VPN のクライアント側エラー （続き）

推奨されるユーザーの対処考えられる原因エラー メッセージ

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を終了して再起

動します。

内部エラー 接続ストアからのルート エントリの読

み取りに失敗しました。

Failed to read route

entry from connection

store（接続ストアからの

ルート エントリの読み取

りに失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を終了して再起

動します。

内部エラー 接続ストアへのルート エントリの追加

に失敗しました。

Failed to add route

entry to policy（ポリ

シーへのルート エントリ

の追加に失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を終了して再起

動します。

内部エラー IPsec Manager の初期化に失敗しまし

た。

Failed to initialize

IPsec Manager（IPsec

Manager の初期化に失敗

しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。フェーズ 1 ネゴシエーション、拡張認証（XAuth）、

またはフェーズ 2 ネゴシエーションに失敗しまし

た。

IPsec authentication

failed（IPsec 認証に失

敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

内部エラーまたはポリシー構成エラーです。 トンネ

ル マネージャが、ローカル IP 設定を構成できませ

んでした。

IPsec configuration

failed（IPsec 構成に失

敗しました）

システム管理者にお問い合わせください。IKE 交換中に、コンポーネントがセキュリティ パラ

メータと一致しませんでした。 管理者が、フェーズ

1 プロポーザルを再構成する必要がある可能性があ

ります。

IKE negotiations failed

（IKE ネゴシエーション

に失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。ファイアウォールへの接続時に認証に失敗しました。

指定したホスト名が、識別名サーバー（DNS）に対し

て解決できなかった可能性があります。

Failed to initialize

authentication（認証の

初期化に失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。認証中に、Web サーバーへの TCP 接続が失敗しまし

た。ネットワーク接続に問題がある可能性がありま

す。

Failed to connect to

server（サーバーへの接

続に失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。Web サーバーの認証に失敗しました。ネットワーク

接続に問題がある可能性があります。

Failed to send initial

HTTP request（初期 HTTP

要求の送信に失敗しまし

た）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

Web サーバーの認証に失敗しました。Failed to get HTTP

response（HTTP 応答の取

得に失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

Web サーバーの認証に失敗しました。Firewall refused

authentication request

（ファイアウォールが認

証要求を拒否しました）

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.792

Junos OS セキュリティ構成ガイド



表100: 動的 VPN のクライアント側エラー （続き）

推奨されるユーザーの対処考えられる原因エラー メッセージ

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

Web サーバーの認証に失敗しました。Client failed to

provide login page（ク

ライアントがログイン

ページの提供に失敗しま

した）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

Web サーバーの認証に失敗しました。Server failed to send

authentication request

（サーバーが、認証要求

の送信に失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

クライアントがユーザーの認証情報を Web サーバー

に送信しましたが、サーバーが有用な方法での応答

に失敗しました。

Server failed to

respond to

authentication request

（サーバーが、認証要求

の応答に失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

Web サーバーの認証に失敗しました。Authentication

negotiation failed（認

証のネゴシエーションに

失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

Web サーバーの認証に失敗しました。Failed to get

configuration from

firewall（ファイア

ウォールからの構成の取

得に失敗しました）

ファイアウォールへの再接続を試行し、認証情報を

再入力します。

ユーザーが、認証をキャンセルしました。The user cancelled

authentication.（ユー

ザーが認証をキャンセル

しました）

ファイアウォールへの再接続を試行し、認証情報を

再入力します。

認証要求がタイムアウトしました。Failed to enter

username or password

（ユーザー名またはパス

ワードの入力に失敗しま

した）

Access Manager を終了して再起動します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

クライアントが、ユーザーに認証情報を要求するユー

ザー インターフェースの表示に失敗しました。

Server failed to

request username and

password（サーバーが、

ユーザー名またはパス

ワードの要求に失敗しま

した）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を終了して再起

動します。

ユーザーのクライアントが、動作不能の状態です。Your client state is

preventing the

connection（クライアン

トの状態が接続を阻害し

ています）
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表100: 動的 VPN のクライアント側エラー （続き）

推奨されるユーザーの対処考えられる原因エラー メッセージ

Access Manager を終了して再起動します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を再インストー

ルします。

クライアントが、接続ストアに接続できませんでし

た。

Cannot open connection

store（接続ストアを開け

ません）

ファイアウォールへの再接続を試行します。 問題が

解決しない場合は、システム管理者にお問い合わせ

ください。

ファイアウォールが提供するスクリプトが、何らか

の理由で使用できません。 場合によっては、サー

バーで構成を更新する必要があります。

Cannot process

configuration provided

by firewall（ファイア

ウォールが提供する構成

を処理できません）

Access Manager を終了して再起動します。Access Manager サービスが動作していません。Access Manager is not

running（Access Manager

が動作していません）

接続先のファイアウォールを選択して、[Start

Connection]（接続を開始）を選択します。

ユーザーが、最初に接続を選択せずに [Start

Connection]（接続を開始）を選択しました。

Please select a

connection（接続を選択

してください）

選択した接続プロファイルを削除するかどうかを指

定します。

ユーザーが [Delete Connection]（接続を削除）を

選択しました。

Are you sure you want

to delete the selected

connection?（選択した接

続を削除してもよろしい

ですか？）

Access Manager を終了して再起動します。 問題が

解決しない場合は、Access Manager を再インストー

ルします。

Access Manager サービスが動作していないため、新

しい接続プロファイルを作成できません。

Cannot add new

connection. Service is

not running.（新規接続

を追加できません。サー

ビスが動作していませ

ん。）

再試行してください。 問題が解決しない場合は、

Access Manager を終了して再起動します。

Access Manager が、新しい接続プロファイルの追加

に失敗しました。

Cannot add new

connection（新規接続を

追加できません）

接続プロファイルの一意の名前を指定します。指定した接続名がすでに存在するため、接続プロファ

イルを追加できません。

Connection name is

already in use（接続名

がすでに使用されていま

す）

Access Manager を再インストールします。動作完了の試行時にファイルを見つけられませんで

した。

Please reinstall Access

Manager（Access Manager

を再インストールしてく

ださい）

クライアント側のログを確認して、証明書が失敗し

た理由を特定します。

証明書の検証に失敗しました。Invalid server

certificate（無効なサー

バー証明書）

サービスの初期化が完了するのを待機します。クライアントのいずれかのコア コンポーネントを初

期化しています。 コンポーネントが初期化されてい

ない場合、クライアントは動作できません。

Initializing service...

（サービスの初期化

中...）
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 737ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 786ページのAccess Manager のクライアント側システムの要件

• 787ページのAccess Manager のクライアント側ファイル

• 790ページのAccess Manager のクライアント側レジストリの変更

• 795ページのAccess Manager のクライアント側の問題のトラブルシューティング

Access Manager のクライアント側の問題のトラブルシューティング

問題 ユーザーが Access Manager を使用してリモート アクセス サーバーに接続するときに、問題

が発生しました。

ソリューション 以下のツールを使用して、クライアント側の問題をトラブルシューティングします。

• クライアント側のログ — クライアント側のログを表示するには、Access Manager を開き、

[ファイル] メニューから [ログと診断を保存] を選択します。 圧縮ログ ファイルを保存す

るコンピュータ上の場所を選択し、[保存] をクリックします。

• 詳細ログ — 詳細なクライアント側のログを作成するには、Access Manager を開き、[ファイ

ル] メニューから [Enable Detailed Logging]（詳細なログを有効化）を選択します。

• ファイアウォール接続情報 — 特定のファイアウォールの接続情報を表示するには、Access

Manager を開き、目的のファイアウォールを右クリックして、[Status]（ステータス）を選

択します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 737ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 786ページのAccess Manager のクライアント側システムの要件

• 787ページのAccess Manager のクライアント側ファイル

• 790ページのAccess Manager のクライアント側レジストリの変更

• 790ページのAccess Manager のクライアント側エラー メッセージ
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第23章

グループ VPN

• グループ VPN の概要 797ページ

• グループ VPN 799ページ

• 共存モード 821ページ

• サーバー/グループ間通信 831ページ

• グループ VPN の制限について 839ページ

• Cisco GET VPN との相互運用性について 840ページ

グループ VPN の概要

IPSec セキュリティ アソシエーション（SA）は仮想プライベート ネットワーク（VPN）参加者

間の一方向のアグリーメントであり、認証および暗号化アルゴリズム、鍵交換方式、セキュア

通信に使用するルールを定義します。 現在の VPN の実装では、SA は 2 台のセキュリティ デ

バイス間のポイントツーポイント トンネルです。 グループ VPN は IPsec アーキテクチャを

拡張して、セキュリティ デバイスのグループによって共有される SA をサポートします（798

ページの図66 を参照）。
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図 66: 標準 IPsec VPN とグループ VPN

IPsec VPN

VPN

VPN

IPsec SA
IPsec SA

グループ VPN では、オリジナルのソース IP アドレスと宛先 IP アドレスを外部ヘッダーに保

持することで、任意のデバイス同士の接続を実現します。 セキュア マルチキャスト パケット
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は、コア ネットワークのクリアテキスト マルチキャスト パケットと同じように複製されま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 513ページのIKE および IPsec パケット処理について

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

グループ VPN

• GDOI プロトコルについて 799ページ

• グループ サーバーとグループ メンバーについて 800ページ

• グループ VPN の IKE フェーズ 1 構成について 801ページ

• グループ VPN の IPsec SA 構成について 801ページ

• 動的ポリシーについて 802ページ

• リプレイ防止について 804ページ

• VPN グループ構成について 804ページ

• グループ VPN の構成の概要 805ページ

• 例: グループ VPN の構成 805ページ

GDOI プロトコルについて

グループ VPN は RFC 3547 「The Group Domain of Interpretation」 （GDOI）に基づきます。

この RFC は、グループ メンバーによって共有される SA を確立するためにグループ メンバー

とグループ サーバー間で使用されるプロトコルについて記述したものです。 GDOI メッセージ

は、デバイス グループの SA を作成、維持、削除します。 GDOI プロトコルはポート 848 で

実行されます。

インターネット セキュリティ アソシエーションおよび鍵管理プロトコル（ISAKMP）では、

AutoKey IKE IPsec トンネル用の SA を確立するために 2 つのネゴシエーション フェーズが

定義されています。 フェーズ 1 では、2 台のデバイスが ISAKMP SA を確立します。 フェー

ズ 2 では、GDOI などの他のセキュリティ プロトコルの SA を確立します。

グループ VPN では、グループ サーバーとグループ メンバーの間でフェーズ 1 ISAKMP SA ネ

ゴシエーションが実行されます。 サーバーとメンバーが同じ ISAKMP ポリシーを使用する必要

があります。 フェーズ 2 では、サーバーとメンバー間の GDOI 交換によって、他のグループ

メンバーと共有される SA が確立されます。 グループ メンバー同士が IPsec をネゴシエート

する必要はありません。 フェーズ 2 の GDOI 交換は、ISAKMP フェーズ 1 SA によって保護さ

れる必要があります。

GDOI 交換には次の 2 種類があります。
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• groupkey-pull 交換では、メンバーがサーバーに対してグループで共有される SA と鍵を要求

します。

• groupkey-push 交換は単一の鍵更新メッセージで、既存のグループ SA が期限切れになる前に

サーバーがグループ SA とグループ鍵をメンバーに送信します。 鍵交換メッセージは、サー

バーからメンバーに送信される非請求メッセージです。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 797ページのグループ VPN の概要

• 513ページのIKE および IPsec パケット処理について

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 832ページのグループ鍵の動作について

グループ サーバーとグループ メンバーについて

グループ VPN の中心はグループ サーバーです。 グループ サーバーは以下のタスクを実行し

ます。

• グループ メンバーシップの制御

• 暗号鍵の生成

• グループ SA およびグループ鍵の管理とグループ メンバーへの配布

グループ メンバーは、グループ サーバーから提供されたグループ SA とグループ鍵に基づい

てトラフィックを暗号化します。

グループ サーバーは複数のグループにサービスを提供できます。 1 台のセキュリティ デバイ

スが複数のグループのメンバーになることも可能です。

各グループはグループ識別子（1 ～ 65,535 の数字）によって表されます。 グループ サーバー

とグループ メンバーはグループ識別子によって結び付けられます。 グループ識別子はグルー

プごとに 1 つだけ存在し、複数のグループが同じグループ識別子を使用することはできませ

ん。

グループ VPN サーバーとメンバーのアクションの概要は以下のとおりです。

1. グループ サーバーが UDP ポート 848 をリッスンし、メンバーの登録を待ち受けます。 メ

ンバー デバイスがグループに参加するためには、正しい IKE フェーズ 1 認証を提供する

必要があります。 メンバーごとの事前共有鍵認証がサポートされています。

2. 認証と登録が成功すると、メンバー デバイスは GDOI groupkey-pull 交換によってサーバー

からグループ SA とグループ鍵を取得します。

3. サーバーはそのメンバーを該当するグループのメンバーシップに追加します。

4. グループ メンバー同士が、グループ SA 鍵によって暗号化されたパケットを交換します。

サーバーは鍵更新（GDOI groupkey-push）メッセージによって SA と鍵の更新を定期的にグルー

プ メンバーに送信します。 鍵更新メッセージは SA が期限切れになる前に送信されます。そ
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のため、グループ メンバー間のトラフィックを暗号化するために常に有効な鍵が使用できま

す。

サーバーは、グループのメンバーシップに変更があったとき、またはグループ SA が変更され

たときにも、鍵更新メッセージを送信して新しい鍵をメンバーに提供します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 797ページのグループ VPN の概要

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 821ページの共存モードについて

• 802ページの動的ポリシーについて

• 804ページのリプレイ防止について

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

グループ VPN の IKE フェーズ 1 構成について

グループ サーバーとグループ メンバー間の IKE フェーズ 1 SA は、グループで共有される

IPsec SA をネゴシエートするためのセキュア チャネルを確立します。 Juniper Networks セ

キュリティ デバイスの標準 IPsec VPN では、フェーズ 1 SA を構成する際、IKE プロポーザ

ル、ポリシー、およびゲートウェイを指定します。 グループ VPN では、IKE フェーズ 1 SA

構成は標準 IPsec VPN とほぼ同じですが、[edit security group-vpn] 階層で行います。

IKE プロポーザル構成では、参加者の間にセキュア チャネルを開くために使用する認証方法と

認証および暗号化アルゴリズムを設定します。 IKE ポリシー構成では、フェーズ 1 チャネル

をネゴシエートするモード（メインまたはアグレッシブ）を設定し、使用する鍵交換のタイプ

を指定して、フェーズ 1 プロポーザルを参照します。 IKE ゲートウェイ構成では、フェーズ 1

ポリシーを参照します。

グループ サーバーの IKE フェーズ 1 構成は、グループ メンバーの IKE フェーズ 1 構成と

一致する必要があります。 サーバーでは、[edit security group-vpn server ike] 階層を使用

して IKE フェーズ 1 SA を構成します。 グループ メンバーでは、[edit security group-vpn

member ike] 階層を使用して IKE フェーズ 1 SA を構成します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 797ページのグループ VPN の概要

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

• 801ページのグループ VPN の IPsec SA 構成について

グループ VPN の IPsec SA 構成について

サーバーとメンバーがフェーズ 1 ネゴシエーションでセキュアな認証済みチャネルを確立した

ら、次にフェーズ 2.2 に進みます。フェーズ 2 ネゴシエーションでは、メンバー間で送信さ
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れるデータをセキュリティ保護するためにグループ メンバーで共有される IPsec SA が確立さ

れます。 グループ VPN の IPsec SA 構成は標準 VPN の構成とほぼ同じですが、グループ メ

ンバー同士は SA をネゴシエートする必要はありません。

グループ VPN のフェーズ 2 IPsec 構成は以下の情報で構成されます。

• SA に使用するセキュリティ プロトコル、認証、および暗号化アルゴリズムのプロポーザル。

IPsec SA プロポーザルは、グループ サーバーで [edit security group-vpn server ipsec]

階層の proposal 構成ステートメントを使用して構成します。

• 上記のプロポーザルを参照するグループ ポリシー。 グループ ポリシーは、SA と鍵が適用

されるトラフィック（プロトコル、ソース アドレス、ソース ポート、宛先アドレス、宛先

ポート）を指定します。 グループ ポリシーは、サーバーで [edit security group-vpn server

group] 階層の ipsec-sa 構成ステートメントを使用して構成します。

• メンバーがグループへの接続に使用するグループ識別子、グループ サーバー（ike-gateway

構成ステートメントで構成されたサーバー）、およびインターフェースを参照する Autokey

IKE。 Autokey IKE は、メンバーで [edit security group-vpn member] 階層の ipsec vpn 構

成ステートメントを使用して構成します。

注: パケット フラグメント化の問題を防ぐため、グループ メンバーが MPLS ネッ

トワークへの接続に使用するインターフェースの最大送信単位（MTU）サイズを

1400 バイト以下に設定することを推奨します。 MTU サイズを設定するには set

interface mtu 構成ステートメントを使用します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 797ページのグループ VPN の概要

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

• 801ページのグループ VPN の IKE フェーズ 1 構成について

動的ポリシーについて

グループ サーバーはグループ SA とグループ鍵を指定されたグループのメンバーに配布しま

す。 同じグループに属するすべてのメンバーは、同じ IPsec SA のセットを共有できます。

ただし、必ずしもグループに構成されたすべての SA がすべてのグループ メンバーにインス

トールされるとは限りません。 特定のメンバーにインストールされる SA は、グループ SA に

関連付けられたポリシーと、各メンバーで構成されたセキュリティ ポリシーによって決まりま

す。

VPN グループでは、サーバーがメンバーにプッシュする各グループ SA とグループ鍵はgroup

policyに関連付けられます。 グループ ポリシーは、その鍵が使用されるトラフィック（プロ

トコル、ソース アドレス、ソース ポート、宛先アドレス、宛先ポート）を定義します。
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注: 1 つのグループに同一のグループ ポリシー（ソース アドレス、宛先アドレス、

ソース ポート、宛先ポート、プロトコルが同じ値に設定されたポリシー）が存在す

ることはできません。 あるグループに対して同一のグループ ポリシーを含む構成

をコミットしようとすると、エラーが返されます。 この場合は、同一のグループ

ポリシーのいずれか 1 つを削除する必要があります。

グループ メンバーでは、サーバーからダウンロードされるグループ ポリシーの範囲を定義す

るscope policyを構成する必要があります。 サーバーから配布されるグループ ポリシーは、

メンバーで構成されたスコープ ポリシーと比較されます。 特定のグループ ポリシーがメン

バーにインストールされるためには、以下の条件が満たされる必要があります。

• グループ ポリシーで指定された任意のアドレスが、スコープ ポリシーで指定されたアドレ

スの範囲内にある。

• グループ ポリシーで指定されたソース ポート、宛先ポート、およびプロトコルが、スコー

プ ポリシーで構成されたものと一致する。

メンバーにインストールされたグループ ポリシーのことをdynamic policyと呼びます。

スコープ ポリシーは、特定の from-zone および to-zone コンテキスト用のセキュリティ ポ

リシーの順序付きリストに含めることができます。 Junos OS は受信パケットに対して、この

順序付きリストの先頭から順にセキュリティ ポリシー ルックアップを実行します。

セキュリティ ポリシーの順序付きリスト内でのスコープ ポリシーの位置に応じて、動的ポリ

シー ルックアップに関する動作は以下のようになります。

• 受信パケットがスコープ ポリシーより前のセキュリティ ポリシーに一致した場合、動的ポ

リシー ルックアップは実行されません。

• 受信パケットがスコープ ポリシーに一致した場合、一致する動的ポリシーを検索するプロセ

スが続行されます。 一致する動的ポリシーが見つかった場合は、そのポリシー アクション

（許可）が実行されます。 一致する動的ポリシーが見つからない場合は、スコープ ポリシー

より後のポリシーに対して検索プロセスが続行されます。

注: このリリースでは、スコープ ポリシーで許可されるアクションは tunnel の

みです。 その他のアクションはサポートされていません。

グループ メンバーでスコープ ポリシーを構成するには、[edit security] 階層で policies 構

成ステートメントを使用します。 許可トンネル ルールで ipsec-group-vpn 構成ステートメン

トを使用して、グループ VPN を参照します。これにより、グループ メンバーが単一の SA を

共有できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 207ページのセキュリティ ポリシーの順序付けについて

• 196ページの例: すべてのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成
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• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

リプレイ防止について

リプレイ防止は、攻撃者がパケットを傍受してリプレイしたことを検出する IPsec の機能で

す。 リプレイ防止はグループ VPN ではデフォルトで有効になっていますが、no-anti-replay

構成ステートメントを使用してグループのリプレイ防止を無効にすることもできます。

リプレイ防止が有効な場合、グループ サーバーはグループ メンバーとの間で時刻を同期しま

す。 各 IPsec パケットにはタイムスタンプが含まれます。 グループ メンバーはパケットの

タイムスタンプが anti-replay-time-window の設定値（デフォルトは 100 秒）以内かどうかを

チェックします。 タイムスタンプがこの値を超えている場合、パケットはドロップされます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 505ページのVPN の概要

• 513ページのIKE および IPsec パケット処理について

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 804ページのVPN グループ構成について

VPN グループ構成について

VPN グループは、サーバーで [edit security group-vpn server] 階層の group 構成ステートメ

ントを使用して構成します。

グループ情報は以下の情報で構成されます。

• グループ識別子—VPN グループを識別する 1 ～ 65,535 の値。 Autokey IKE のため、グルー

プ メンバーに同じグループ識別子を設定する必要があります。

• ike-gateway 構成ステートメントによって構成されたグループ メンバー。 この構成ステート

メントのインスタンスを複数（グループのメンバーごとに 1 つずつ）指定できます。

• サーバーの IP アドレス（ループバック インターフェース アドレスを推奨）。

• グループ ポリシー—メンバーにダウンロードされるポリシー。 グループ ポリシーは、SA と

鍵が適用されるトラフィックを定義します。 802ページの「「動的ポリシーについて」」を参

照してください。

• サーバー/メンバー間通信—オプション構成。サーバーが鍵更新メッセージをメンバーに送信

します。 831ページの「「サーバー/メンバー間通信について」」を参照してください。

• リプレイ防止—オプション構成。パケットの傍受とリプレイを検出します。 804ページの「「リ

プレイ防止について」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 797ページのグループ VPN の概要

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

グループ VPN の構成の概要

このトピックでは、グループ VPN を構成するための主なタスクについて説明します。

グループ サーバーで、以下を構成します。

1. IKE フェーズ 1 ネゴシエーション。 801ページの「「グループ VPN の IKE フェーズ 1 構

成について」」を参照してください。

2. フェーズ 2 IPsec SA。 801ページの「「グループ VPN の IPsec SA 構成について」」を参

照してください。

3. VPN グループ。 804ページの「「VPN グループ構成について」」を参照してください。

グループ メンバーで、以下を構成します。

1. IKE フェーズ 1 ネゴシエーション。 801ページの「「グループ VPN の IKE フェーズ 1 構

成について」」を参照してください。

2. フェーズ 2 IPsec SA。 801ページの「「グループ VPN の IPsec SA 構成について」」を参

照してください。

3. メンバーにインストールされるグループ ポリシーを決定するスコープ ポリシー。 802ペー

ジの「「動的ポリシーについて」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 831ページのサーバー/メンバー間通信について

• 805ページの例: グループ VPN の構成

• 822ページの例: サーバーとメンバーが共存したグループ VPN の構成

例: グループ VPN の構成

この例では、グループ VPN を構成する方法を示します。グループ VPN は IPsec アーキテク

チャを拡張して、セキュリティ デバイスのグループによって共有される SA をサポートしま

す。

• 要件 806ページ

• 概要 806ページ

• 構成 807ページ

• 確認 819ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

• Juniper Networks セキュリティ デバイスのネットワーク通信を構成します。

• サーバー デバイスとメンバー デバイスでネットワーク インターフェースを構成します。

『Junos OS Interfaces Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

概要

806ページの図67 に、2 台のメンバー デバイス（member1 と member2）とグループ サーバー

（サーバーのループバック インターフェースの IP アドレスは 20.0.0.1）で構成されたグルー

プ VPN を示します。 グループ識別子は 1 です。

図 67: サーバー/メンバー構成の例

member1
10.1.0.1/32

member2
10.2.0.1/32

MPLS
20.0.0.1/32

フェーズ 2 グループ VPN SA は、フェーズ 1 SA によって保護される必要があります。 した

がって、グループ VPN の構成時にはグループ サーバーとグループ メンバーの両方で IKE

フェーズ 1 ネゴシエーションを設定する必要があります。 さらに、グループ サーバーとグ

ループ メンバーの両方で同じグループ識別子を設定する必要があります。

グループ ポリシーはグループ サーバーで構成します。 グループに対して構成したすべてのグ

ループ ポリシーがグループ メンバーにダウンロードされます。 グループ メンバーで構成し

たスコープ ポリシーによって、どのグループ ポリシーがそのメンバーに実際にインストール

されるかが決まります。 この例では、すべてのグループ メンバーにダウンロードするために

以下のグループ ポリシーをグループ サーバーで構成します。

• p1—10.1.0.0/16 から 10.2.0.0/16 へのすべてのトラフィックを許可します。

• p2—10.2.0.0/16 から 10.1.0.0/16 へのすべてのトラフィックを許可します。

• p3—10.1.1.1/32 からのマルチキャスト トラフィックを許可します。

member1 デバイスには、10.0.0.0/8 サブネットワークを宛先または送信元とするすべてのユニ

キャスト トラフィックを許可するスコープ ポリシーを構成します。 member1 には、マルチ

キャスト トラフィックを許可するスコープ ポリシーは構成しません。したがって、SA ポリ

シー p3 は member1 にインストールされません。

member2 デバイスには、10.1.0.0/16 からのトラフィックをドロップする Trust ゾーンから

Untrust ゾーンへのスコープ ポリシーと、10.1.0.0/16 へのトラフィックをドロップする

Untrust ゾーンから Trust ゾーンへのスコープ ポリシーを構成します。 したがって、SA ポ

リシー p2 は member2 にインストールされません。
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構成

グループ サーバーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces lo0 unit 0 family inet address 20.0.0.1/32

set security group-vpn server ike proposal srv-prop authentication-method pre-shared-keys

set security group-vpn server ike proposal srv-prop dh-group group2

set security group-vpn server ike proposal srv-prop authentication-algorithm sha1

set security group-vpn server ike proposal srv-prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security group-vpn server ike policy srv-pol mode main

set security group-vpn server ike policy srv-pol proposals srv-prop

set security group-vpn server ike policy srv-pol pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

set security group-vpn server ike gateway gw1 ike-policy srv-pol

set security group-vpn server ike gateway gw1 address 10.1.0.1

set security group-vpn server ike gateway gw2 ike-policy srv-pol

set security group-vpn server ike gateway gw2 address 10.2.0.1

set security group-vpn server ipsec proposal group-prop authentication-algorithm

hmac-sha1-96

set security group-vpn server ipsec proposal group-prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security group-vpn server ipsec proposal group-prop lifetime-seconds 3600

set security group-vpn server group group1 group-id 1

set security group-vpn server group group1 ike-gateway gw1

set security group-vpn server group group1 ike-gateway gw2

set security group-vpn server group group1 anti-replay-time-window 120

set security group-vpn server group group1 server-address 20.0.0.1

set security group-vpn server group group1 server-member-communication communication-type

unicast

set security group-vpn server group group1 server-member-communication encryption-algorithm

aes-128-cbc

set security group-vpn server group group1 server-member-communication sig-hash-algorithm

md5

set security group-vpn server group group1 server-member-communication certificate srv-cert

set security group-vpn server group grp1 group-id 1

set security group-vpn server group grp1 ike-gateway gw1

set security group-vpn server group grp1 ike-gateway gw2

set security group-vpn server group grp1 anti-replay-time-window 120

set security group-vpn server group grp1 server-address 20.0.0.1

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa proposal group-prop

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 source

10.1.0.0/16

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 destination

10.2.0.0/16

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 source-port 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 destination-port

0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 protocol 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 source

10.2.0.0/16

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 destination

10.1.0.0/16
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set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 source-port 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 destination-port

0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 protocol 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 source

10.1.1.1/16

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 destination

239.1.1.1/32

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 source-port 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 destination-port

0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 protocol 0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

グループ サーバーを構成するには、以下の手順に従います。

1. デバイスでループバック アドレスを構成します。

[edit]

user@host# edit interfaces

user@host# set lo0 unit 0 family inet address 20.0.0.1/32

2. IKE フェーズ 1 SA を構成します（この構成はグループ メンバーで構成されたフェーズ 1

SA と一致する必要があります）。

[edit security group-vpn server ike proposal srv-prop]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

user@host# set dh-group group2

user@host# set authentication-algorithm sha1

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

3. IKE ポリシーを定義し、リモート ゲートウェイを設定します。

[edit security group-vpn server ike]

user@host# set policy srv-pol mode main proposals srv-prop pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@host# set gateway gw1 ike-policy srv-pol address 10.1.0.1

user@host# set gateway gw2 ike-policy srv-pol address 10.2.0.1

4. フェーズ 2 SA 交換を構成します。

[edit security group-vpn server ipsec proposal group-prop]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1–96

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

user@host# set lifetime-seconds 3600

5. グループ識別子、IKE ゲートウェイ、リプレイ防止時間、およびサーバー アドレスを構

成します。

[edit security group-vpn server group grp1]

user@host# set group-id 1 anti-replay-time-window 120 server-address 20.0.0.1

user@host# set ike-gateway gw1

user@host# set ike-gateway gw2

6. サーバー/メンバー間通信を構成します。
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[edit security group-vpn server group grp1]

user@host# set server-member-communication communication-type unicast

encryption-algorithm aes-128-cbc sig-hash-algorithm md5 certificate “srv-cert”

7. グループ メンバーにダウンロードされるグループ ポリシーを構成します。

[edit security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa]

user@host# set proposal group-prop match-policy p1 source 10.1.0.0/16 destination

10.2.0.0/16 source-port 0 destination-port 0 protocol 0

user@host# set proposal group-prop match-policy p2 source 10.2.0.0/16 destination

10.1.0.0/16 source-port 0 destination-port 0 protocol 0

user@host# set proposal group-prop match-policy p3 source 10.1.1.1/16 destination

239.1.1.1/32 source-port 0 destination-port 0 protocol 0

結果 構成モードで、show security group-vpn server コマンドを入力して構成を確認します。 出力

が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security group-vpn server

ike {

proposal srv-prop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy srv-pol {

mode main;

proposals srv-prop;

pre-shared-key ascii-text "$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw1 {

ike-policy srv-pol;

address 10.1.0.1;

}

gateway gw2 {

ike-policy srv-pol;

address 10.2.0.1;

}

}

ipsec {

proposal group-prop {

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

lifetime-seconds 3600;

}

}

group group1 {

group-id 1;

ike-gateway gw1;

ike-gateway gw2;

anti-replay-time-window 120;

server-address 20.0.0.1;

server-member-communication {

communication-type unicast;

encryption-algorithm aes-128-cbc;
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sig-hash-algorithm md5;

certificate srv-cert;

}

}

group grp1 {

group-id 1;

ike-gateway gw1;

ike-gateway gw2;

anti-replay-time-window 120;

server-address 20.0.0.1;

ipsec-sa group-sa {

proposal group-prop;

match-policy p1 {

source 10.1.0.0/16;

destination 10.2.0.0/16;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

match-policy p2 {

source 10.2.0.0/16;

destination 10.1.0.0/16;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

match-policy p3 {

source 10.1.1.1/16;

destination 239.1.1.1/32;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

member1 の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security group-vpn member ike proposal prop1 authentication-method pre-shared-keys

set security group-vpn member ike proposal prop1 dh-group group2

set security group-vpn member ike proposal prop1 authentication-algorithm sha1

set security group-vpn member ike proposal prop1 encryption-algorithm 3des-cbc

set security group-vpn member ike policy pol1 mode main

set security group-vpn member ike policy pol1 proposals prop1

set security group-vpn member ike policy pol1 pre-shared-key ascii-text "$9$c1gr

K8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

set security group-vpn member ike gateway g1 ike-policy pol1

set security group-vpn member ike gateway g1 address 20.0.0.1

set security group-vpn member ike gateway g1 local-address 10.1.0.1

set security group-vpn member ipsec vpn v1 ike-gateway g1
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set security group-vpn member ipsec vpn v1 group-vpn-external-interface ge-0/1/0

set security address-book book1 address 10_subnet 10.0.0.0/8

set security address-book book1 attach zone trust

set security address-book book2 address 10_subnet 10.0.0.0/8

set security address-book book2 attach zone untrust

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope1 match source-address

10_subnet

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope1 match

destination-address 10_subnet

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope1 match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope1 then permit tunnel

ipsec-group-vpn v1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope1 match source-address

10_subnet

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope1 match

destination-address 10_subnet

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope1 match application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope1 then permit tunnel

ipsec-group-vpn v1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

member1 を構成するには、以下の手順に従います。

1. フェーズ 1 SA を構成します（この構成はグループ サーバーで構成されたフェーズ 1 SA

と一致する必要があります）。

[edit security group-vpn member ike proposal prop1]

user@member1# set authentication-method pre-shared-keys

user@member1# set dh-group group2

user@member1# set authentication-algorithm sha1

user@member1# set encryption-algorithm 3des-cbc

2. IKE ポリシーを定義し、リモート ゲートウェイを設定します。

[edit security group-vpn member ike]

user@member1# set policy pol1 mode main proposals prop1 pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@member1# set gateway g1 ike-policy pol1 address 20.0.0.1 local-address 10.1.0.1

3. グループ識別子、IKE ゲートウェイ、および member1 のインターフェースを構成します。

[edit security group-vpn member ipsec]

user@member1# set vpn v1 group 1 ike-gateway g1 group-vpn-external-interface ge-0/1/0

注: パケット フラグメント化の問題を防ぐため、グループ メンバーが MPLS

ネットワークへの接続に使用するインターフェースの MTU サイズを 1400 バ

イト以下に設定することを推奨します。 MTU サイズを設定するには set

interface mtu 構成ステートメントを使用します。

4. アドレス帳を作成し、ゾーンをアドレス帳に関連付けます。
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[edit security address-book book1]

user@member1# set address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member1# set attach zone trust

[edit security address-book book2]

user@member1# set address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member1# set attach zone untrust

5. 10.0.0.0/8 サブネットワークを宛先または送信元とするユニキャスト トラフィックを許

可する Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのスコープ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@member1# set policy scope1 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member1# set policy scope1 then permit tunnel ipsec-group-vpn v1

6. 10.0.0.0/8 サブネットワークを宛先または送信元とするユニキャスト トラフィックを許

可する Untrust ゾーンから Trust ゾーンへのスコープ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@member1# set policy scope1 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member1# set policy scope1 then permit tunnel ipsec-group-vpn v1

結果 構成モードで、show security group-vpn member コマンドと show security policies コマンド

を入力して構成を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順

を繰り返して修正します。

[edit]

user@member1# show security group-vpn member

ike {

proposal prop1 {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy pol1 {

mode main;

proposals prop1;

pre-shared-key ascii-text "$9$CeS6uBEleWLNb"; ## SECRET-DATA

}

gateway g1 {

ike-policy pol1;

address 20.0.0.1;

local-address 10.1.0.1;

}

}

ipsec {

vpn v1 {

ike-gateway g1;

group-vpn-external-interface ge-0/1/0;

group 1;

}

}

[edit]
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user@member1# show security policies

from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

policy scope1 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v1;

}

}

}

}

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy scope1 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v1;

}

}

}

}

policy default-deny {

match {
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source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

member2 の構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security group-vpn member ike proposal prop2 authentication-method pre-shared-keys

set security group-vpn member ike proposal prop2 authentication-method pre-shared-keys

set security group-vpn member ike proposal prop2 dh-group group2

set security group-vpn member ike proposal prop2 authentication-algorithm sha1

set security group-vpn member ike proposal prop2 encryption-algorithm 3des-cbc

set security group-vpn member ike policy pol2 mode main

set security group-vpn member ike policy pol2 proposals prop2

set security group-vpn member ike policy pol2 pre-shared-key ascii-text "$9$c1gr

K8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

set security group-vpn member ike gateway g2 ike-policy pol2

set security group-vpn member ike gateway g2 address 20.0.0.1

set security group-vpn member ike gateway g2 local-address 10.2.0.1

set security group-vpn member ipsec vpn v2 ike-gateway g2

set security group-vpn member ipsec vpn v2 group-vpn-external-interface ge-0/1/0

set security group-vpn member ipsec vpn v2 group 1

set security address-book book1 address 10_subnet 10.0.0.0/8

set security address-book book1 address 10_1_0_0_16 10.1.0.0/16

set security address-book book1 address multicast_net 239.0.0.0/8

set security address-book book1 attach zone trust

set security address-book book2 address 10_subnet 10.0.0.0/8

set security address-book book2 address 10_1_0_0_16 10.1.0.0/16

set security address-book book2 address multicast_net 239.0.0.0/8

set security address-book book2 attach zone untrust

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy deny2 match source-address

10_1_0_0_16

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy deny2 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy deny2 match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy deny2 then reject

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope2 match source -address

10_subnet

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope2 match

destination-address 10_subnet

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope2 match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope2 then permit tunnel

ipsec-group-vpn v2

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy multicast-scope2 match

source-address 10_subnet
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set security policies from-zone trust to-zone untrust policy multicast-scope2 match

destination-address multicast-net

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy multicast-scope2 match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy multicast-scope2 then permit

tunnel ipsec-group-vpn v2

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny2 match source-address

any set security policies from-zone untrust to-zone trust policy multicast-scope2 ma

tch application any set security policies from-zone untr

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny2 match destination-address

10_1_0_0_16

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny2 match application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny2 then reject

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope2 match source-address

10_subnet

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope2 match

destination-address 10_subnet

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope2 match application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope2 then permit tunnel

ipsec-group-vpn v2

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy multicast-scope2 match

source-address 10_subnet

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy multicast-scope2 match

destination-address multicast-net

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy multicast-scope2 match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy multicast-scope2 then permit

tunnel ipsec-group-vpn v2

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

member2 を構成するには、以下の手順に従います。

1. フェーズ 1 SA を構成します（この構成はグループ サーバーで構成されたフェーズ 1 SA

と一致する必要があります）。

[edit security group-vpn member ike proposal prop2]

user@member2# set authentication-method pre-shared-keys

user@member2# set dh-group group2

user@member2# set authentication-algorithm sha1

user@member2# set encryption-algorithm 3des-cbc

2. IKE ポリシーを定義し、リモート ゲートウェイを設定します。

[edit security group-vpn member ike]

user@member2# set policy pol2 mode main proposals prop2 pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@member2# set gateway g2 ike-policy pol2 address 20.0.0.1 local-address 10.2.0.1

3. グループ識別子、IKE ゲートウェイ、および member2 のインターフェースを構成します。

[edit security group-vpn member ipsec]

user@member2# set vpn v2 group 1 ike-gateway g2 group-vpn-external-interface ge-0/1/0
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注: パケット フラグメント化の問題を防ぐため、グループ メンバーが MPLS

ネットワークへの接続に使用するインターフェースの MTU サイズを 1400 バ

イト以下に設定することを推奨します。 MTU サイズを設定するには set

interface mtu 構成ステートメントを使用します。

4. アドレス帳を作成し、Trust ゾーンに関連付けます。

[edit security address-book book1]

user@member2# set address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member2# set address 10_1_0_0_16 10.1.0.0/16

user@member2# set address multicast_net 239.0.0.0/8

user@member2# set attach zone trust

5. アドレス帳をもう 1 つ作成し、Untrust ゾーンに関連付けます。

[edit security address-book book2]

user@member2# set address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member2# set address 10_1_0_0_16 10.1.0.0/16

user@member2# set address multicast_net 239.0.0.0/8

user@member2# set attach zone untrust

6. 10.1.0.0/16 からのトラフィックをブロックする Trust ゾーンから Untrust ゾーンへの

スコープ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@member2# set policy deny2 match source-address 10_1_0_0_16 destination-address

any application any

user@member2# set policy deny2 then reject

user@member2# set policy scope2 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member2# set policy scope2 then permit tunnel ipsec-group-vpn v2

user@member2# set policy multicast-scope2 match source-address 10_subnet

destination-address multicast-net application any

user@member2# set policy multicast-scope2 then permit tunnel ipsec-group-vpn v2

7. 10.1.0.0/16 へのトラフィックをブロックする Untrust ゾーンから Trust ゾーンへのス

コープ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@member2# set policy deny2 match source-address any destination-address

10_1_0_0_16 application any

user@member2# set policy deny2 then reject

user@member2# set policy scope2 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member2# set policy scope2 then permit tunnel ipsec-group-vpn v2

user@member2# set policy multicast-scope2 match source-address 10_subnet

destination-address multicast-net application any

user@member2# set policy multicast-scope2 then permit tunnel ipsec-group-vpn v2

結果 構成モードで、show security group-vpn member コマンドと show security policies コマンド

を入力して構成を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順

を繰り返して修正します。

[edit]

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.816

Junos OS セキュリティ構成ガイド



user@member2# show security group-vpn member

ike {

proposal prop2 {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy pol2 {

mode main;

proposals prop2;

pre-shared-key ascii-text "$9$Hm5FCA0BEy"; ## SECRET-DATA

}

gateway g2 {

ike-policy pol2;

address 20.0.0.1;

local-address 10.2.0.1;

}

}

ipsec {

vpn v2 {

ike-gateway g2;

group-vpn-external-interface ge-0/1/0;

group 1;

}

}

[edit]

user@member2# show security policies

from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

policy deny2 {

match {

source-address 10_1_0_0_16;

destination-address any;

application any;

}

then {

reject;

}

}

policy scope2 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;
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application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v2;

}

}

}

}

policy multicast-scope2 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address multicast-net;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v2;

}

}

}

}

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy deny2 {

match {

source-address any;

destination-address 10_1_0_0_16;

application any;

}

then {

reject;

}

}

policy scope2 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v2;
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}

}

}

}

policy multicast-scope2 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address multicast-net;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v2;

}

}

}

}

policy default-deny {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• member1 の動的ポリシーの確認 819ページ

• member2 の動的ポリシーの確認 820ページ

member1 の動的ポリシーの確認

目的 member1 にインストールされた動的ポリシーを表示します。

アクション グループ サーバーから member1 に鍵がダウンロードされた後、動作モードで show security

dynamic-policies コマンドを入力します。

user@member1> show security dynamic-policies

Policy: scope1-0001, action-type: permit, State: enabled, Index: 1048580,AI: disabled,

Scope Policy: 4

Policy Type: Dynamic

Sequence number: 1

From zone: untrust, To zone: trust

Source addresses: 10.1.0.0/16

Destination addresses: 10.2.0.0/16

Application: Unknown
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IP protocol: 0, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [0-0]

Destination port range: [0-0]

Tunnel: INSTANCE-gvpn_133955586, Type: IPSec, Index: 133955586

Policy: scope1–0001, action-type: permit, State: enabled, Index: 1048581,AI: disabled,

Scope Policy: 5

Policy Type: Dynamic

Sequence number: 2

From zone: trust, To zone: untrust

Source addresses: 10.1.0.0/16

Destination addresses: 10.2.0.0/16

Application: Unknown

IP protocol: 0, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [0-0]

Destination port range: [0-0]

Tunnel: INSTANCE-gvpn_133955586, Type: IPSec, Index: 133955586

意味 member1 にはマルチキャスト トラフィックを許可するスコープ ポリシーが構成されていない

ため、サーバーからのマルチキャスト ポリシー p3 は member1 にインストールされません。

member2 の動的ポリシーの確認

目的 member2 にインストールされた動的ポリシーを表示します。

アクション グループ サーバーから member2 に鍵がダウンロードされた後、動作モードで show security

dynamic-policies コマンドを入力します。

user@member2> show security dynamic-policies

Policy: scope2-0001, action-type: permit, State: enabled, Index: 1048580,AI: disabled,

Scope Policy: 4

Policy Type: Dynamic

Sequence number: 1

From zone: untrust, To zone: trust

Source addresses: 10.1.0.0/16

Destination addresses: 10.2.0.0/16

Application: Unknown

IP protocol: 0, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [0-0]

Destination port range: [0-0]

Tunnel: INSTANCE-gvpn_133955586, Type: IPSec, Index: 133955586

Policy: scope2-0001, action-type: permit, State: enabled, Index: 1048580,AI: disabled,

Scope Policy: 4

Policy Type: Dynamic

Sequence number: 1

From zone: untrust, To zone: trust

Source addresses: 10.1.1.1/32

Destination addresses: 239.1.1.1/32

Application: Unknown

IP protocol: 0, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [0-0]

Destination port range: [0-0]

Tunnel: INSTANCE-gvpn_133955586, Type: IPSec, Index: 133955586

Policy: scope2–0001, action-type: permit, State: enabled, Index: 1048581,AI: disabled,

Scope Policy: 5

Policy Type: Dynamic
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Sequence number: 2

From zone: trust, To zone: untrust

Source addresses: 10.2.0.0/16/0

Destination addresses: 10.1.0.0/16

Application: Unknown

IP protocol: 0, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [0-0]

Destination port range: [0-0]

Tunnel: INSTANCE-gvpn_133955586, Type: IPSec, Index: 133955586

Policy: scope2–0001, action-type: permit, State: enabled, Index: 1048581,AI: disabled,

Scope Policy: 5

Policy Type: Dynamic

Sequence number: 2

From zone: trust, To zone: untrust

Source addresses: 10.1.1.1/32

Destination addresses: 239.1.1.1/32

Application: Unknown

IP protocol: 0, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [0-0]

Destination port range: [0-0]

Tunnel: INSTANCE-gvpn_133955586, Type: IPSec, Index: 133955586

意味 member2 で構成された deny2 セキュリティ ポリシーと一致するため、サーバーからのポリシー

p2（10.1.0.0/16 から 10.2.0.0/16 へのトラフィックに対するポリシー）は member2 にイン

ストールされません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 797ページのグループ VPN の概要

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

• 822ページの例: サーバーとメンバーが共存したグループ VPN の構成

共存モード

• 共存モードについて 821ページ

• 例: サーバーとメンバーが共存したグループ VPN の構成 822ページ

共存モードについて

グループ サーバーとグループ メンバーの機能は互いに独立しており、重複しません。 サー

バーとメンバーの機能を同じ物理デバイスに共存させることができます。これをcolocation

modeと呼びます。 共存モードでは、サーバーまたはメンバーの機能や動作の観点から見た違い

はありませんが、パケットを適切に配送できるように、サーバーとメンバーのそれぞれに異な

る IP アドレスを割り当てる必要があります。 共存モードでは、サーバーに割り当て可能な

IP アドレスは 1 つだけで、メンバーに対しては複数のグループ全体にわたって 1 つの IP ア

ドレスを割り当てることができます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 797ページのグループ VPN の概要
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• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 802ページの動的ポリシーについて

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

• 805ページの例: グループ VPN の構成

• 822ページの例: サーバーとメンバーが共存したグループ VPN の構成

例: サーバーとメンバーが共存したグループ VPN の構成

この例では、デバイスの共存モードを構成する方法を示します。こうすると、サーバーとメン

バーの機能を同じ物理デバイスに共存させることができます。

• 要件 822ページ

• 概要 822ページ

• 構成 823ページ

• 確認 830ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• Juniper Networks セキュリティ デバイスのネットワーク通信を構成します。

• サーバー デバイスとメンバー デバイスでネットワーク インターフェースを構成します。

『Junos OS Interfaces Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

概要

共存モードを構成すると、グループ サーバーとグループ メンバーの機能を同じデバイスに共

存させることができます。 共存モードでは、パケットを適切に配送するため、サーバーとメン

バーに異なる IP アドレスを割り当てる必要があります。

822ページの図68 に、2 つのメンバー（member1 と member2）とグループ サーバー（ループバッ

ク インターフェースの IP アドレスは 20.0.0.1）で構成されたグループ VPN（グループ識別

子は 1）を示します。 member1 はグループ サーバーと同じデバイスに共存しています。 この

例では、member1 が MPLS ネットワークへの接続に使用するインターフェース（ge-0/1/0）に

IP アドレス 10.1.0.1/32 を割り当てます。

図 68: サーバーとメンバーの共存の例

/Member1
20.0.0.1/32

Member2
10.2.0.1/32

MPLS

10.1.0.1/32
ge-0/1/0
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注: このトピックの構成手順では、グループ サーバー兼 member1 デバイスの共存

モードを構成する方法を説明します。 member2 の構成方法については、805ページの

「「例: グループ VPN の構成」」を参照してください。

注: パケット フラグメント化の問題を防ぐため、グループ メンバーが MPLS ネッ

トワークへの接続に使用するインターフェースの MTU サイズを 1400 バイト以下に

設定することを推奨します。 MTU サイズを設定するには set interface mtu 構成ス

テートメントを使用します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces lo0 unit 0 family inet address 20.0.0.1/32

set interfaces ge-0/1/0 unit 0 family inet address 10.1.0.1/32

set security group-vpn member ike proposal prop1 authentication-method pre-shared-keys

set security group-vpn member ike proposal prop1 dh-group group2

set security group-vpn member ike proposal prop1 authentication-algorithm sha1

set security group-vpn member ike proposal prop1 encryption-algorithm 3des-cbc

set security group-vpn member ike policy pol1 mode main

set security group-vpn member ike policy pol1 proposals prop1

set security group-vpn member ike policy pol1 pre-shared-key ascii-text "$9$c1gr

K8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

set security group-vpn member ike gateway g1 ike-policy pol1

set security group-vpn member ike gateway g1 address 20.0.0.1

set security group-vpn member ike gateway g1 local-address 10.1.0.1

set security group-vpn member ipsec vpn v1 ike-gateway g1

set security group-vpn member ipsec vpn v1 group-vpn-external-interface ge-0/1/0

set security group-vpn member ipsec vpn v1 group 1

set security group-vpn server ike proposal srv-prop authentication-method pre-shared-keys

set security group-vpn server ike proposal srv-prop dh-group group2

set security group-vpn server ike proposal srv-prop authentication-algorithm sha1

set security group-vpn server ike proposal srv-prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security group-vpn server ike policy srv-pol mode main

set security group-vpn server ike policy srv-pol proposals srv-prop

set security group-vpn server ike policy srv-pol pre-shared-key ascii-text "$9$c

1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

set security group-vpn server ike gateway gw1 ike-policy srv-pol

set security group-vpn server ike gateway gw1 address 10.1.0.1

set security group-vpn server ike gateway gw2 ike-policy srv-pol

set security group-vpn server ike gateway gw2 address 10.2.0.1

set security group-vpn server ipsec proposal group-prop authentication-algorithm

hmac-sha1-96

set security group-vpn server ipsec proposal group-prop encryption-algorithm 3des-cbc

set security group-vpn server ipsec proposal group-prop lifetime-seconds 3600

set security group-vpn server group grp1 group-id 1

set security group-vpn server group grp1 ike-gateway gw1

set security group-vpn server group grp1 ike-gateway gw2
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set security group-vpn server group grp1 anti-replay-time-window 120

set security group-vpn server group grp1 server-address 20.0.0.1

set security group-vpn server group grp1 server-member-communication communication-type

unicast

set security group-vpn server group grp1 server-member-communication encryption-algorithm

aes-128-cbc

set security group-vpn server group grp1 server-member-communication sig-hash-algorithm

md5

set security group-vpn server group grp1 server-member-communication certificate srv-cert

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa proposal group-prop

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 source

10.1.0.0/16

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 destination

10.2.0.0/16

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 source-port 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 destination-port

0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p1 protocol 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 source

10.2.0.0/16

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 destination

10.1.0.0/16

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 source-port 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 destination-port

0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p2 protocol 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 source

10.1.1.1/16

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 destination

239.1.1.1/32

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 source-port 0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 destination-port

0

set security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa match-policy p3 protocol 0

set security group-vpn co-location

set security group-vpn member ipsec vpn v1 ike-gateway g1

set security group-vpn member ipsec vpn v1 group-vpn-external-interface ge-0/1/0

set security address-book book1 address 10_subnet 10.0.0.0/8

set security address-book book1 attach zone trust

set security address-book book2 address 10_subnet 10.0.0.0/8

set security address-book book2 attach zone untrust

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope1 match source-address

10_subnet

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope1 match

destination-address 10_subnet

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope1 match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy scope1 then permit tunnel

ipsec-group-vpn v1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope1 match source-address

10_subnet

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope1 match

destination-address 10_subnet

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope1 match application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy scope1 then permit tunnel

ipsec-group-vpn v1
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

サーバーとメンバーが共存したグループ VPN を構成するには、以下の手順に従います。

1. デバイスでループバック アドレスを構成します。

[edit interfaces]

user@host# set lo0 unit 0 family inet address 20.0.0.1/32

2. member1 が MPLS ネットワークへの接続に使用するインターフェースを構成します。

[edit interfaces]

user@host# set ge-0/1/0 unit 0 family inet address 10.1.0.1/32

3. デバイスでグループ VPN 共存モードを構成します。

[edit security group-vpn]

user@host# set co-location

4. サーバーの IKE フェーズ 1 SA を構成します（この構成はグループ メンバーで構成され

たフェーズ 1 SA と一致する必要があります）。

[edit security group-vpn server ike proposal srv-prop]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

user@host# set dh-group group2

user@host# set authentication-algorithm sha1

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

5. IKE ポリシーを定義し、リモート ゲートウェイを設定します。

[edit security group-vpn server ike]

user@host# set policy srv-pol proposals srv-prop mode main pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@host# set gateway gw1 ike-policy srv-pol address 10.1.0.1

user@host# set gateway gw2 ike-policy srv-pol address 10.2.0.1

6. サーバーのフェーズ 2 SA 交換を構成します。

[edit security group-vpn server ipsec proposal group-prop]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

user@host# set lifetime-seconds 3600

7. グループ識別子、IKE ゲートウェイ、リプレイ防止時間、およびサーバー アドレスをサー

バーで構成します。

[edit security group-vpn server group grp1]

user@host# set group-id 1 anti-replay-time-window 120 server-address 20.0.0.1

user@host#set ike-gateway gw1

user@host#set ike-gateway gw2

8. サーバー/メンバー間通信を構成します。

[edit security group-vpn server group grp1]

user@host# set server-member-communication communication-type unicast

encryption-algorithm aes-128-cbc sig-hash-algorithm md5 certificate “srv-cert”

9. グループ メンバーにダウンロードされるグループ ポリシーを構成します。

[edit security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa ]
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user@host# set proposal group-prop match-policy p1 source 10.1.0.0/16 destination

10.2.0.0/16 source-port 0 destination-port 0 protocol 0

user@host# set proposal group-prop match-policy p2 source 10.2.0.0/16 destination

10.1.0.0/16 source-port 0 destination-port 0 protocol 0

user@host# set proposal group-prop match-policy p3 source 10.1.1.1/16 destination

239.1.1.1/32 source-port 0 destination-port 0 protocol 0

10. member1 のフェーズ 1 SA を構成します（この構成はグループ サーバーで構成された

フェーズ 1 SA と一致する必要があります）。

[edit security group-vpn member ike proposal prop1]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

user@host# set dh-group group2

user@host# set authentication-algorithm sha1

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

11. ポリシーを定義し、member1 のリモート ゲートウェイを設定します。

[edit security group-vpn member ike]

user@host# set policy pol1 mode main proposals prop1 pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@host# set gateway g1 ike-policy pol1 address 20.0.0.1 local-address 10.1.0.1

12. グループ識別子、IKE ゲートウェイ、および member1 のインターフェースを構成します。

[edit security group-vpn member ipsec]

user@host# set vpn v1 group 1 ike-gateway g1 group-vpn-external-interface ge-0/1/0

13. アドレス帳を作成し、ゾーンに関連付けます。

[edit security address-book book1]

user@member1# set address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member1# set attach zone trust

[edit security address-book book2]

user@member1# set address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member1# set attach zone untrust

14. 10.0.0.0/8 サブネットワークを宛先または送信元とするユニキャスト トラフィックを許

可する Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのスコープ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@member1# set policy scope1 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member1# set policy scope1 then permit tunnel ipsec-group-vpn v1

15. 10.0.0.0/8 サブネットワークを宛先または送信元とするユニキャスト トラフィックを許

可する Untrust ゾーンから Trust ゾーンへのスコープ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@member1# set policy scope1 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member1# set policy scope1 then permit tunnel ipsec-group-vpn v1

結果 構成モードで、show security group-vpn コマンドと show security policies コマンドを入力し

て構成を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返

して修正します。
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注: 構成済みのセキュリティ ポリシーの一覧で、スコープ ポリシーがデフォルト

ポリシーよりも前にあることを確認します。

[edit]

user@host# show security group-vpn

member {

ike {

proposal prop1 {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy pol1 {

mode main;

proposals prop1;

pre-shared-key ascii-text "$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"; ## SECRET-DATA

}

gateway g1 {

ike-policy pol1;

address 20.0.0.1;

local-address 10.1.0.1;

}

}

ipsec {

vpn v1 {

ike-gateway g1;

group-vpn-external-interface ge-0/1/0;

group 1;

}

}

}

server {

ike {

proposal srv-prop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy srv-pol {

mode main;

proposals srv-prop;

pre-shared-key ascii-text "$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw1 {

ike-policy srv-pol;

address 10.1.0.1;

}

gateway gw2 {

ike-policy srv-pol;

address 10.2.0.1;
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}

}

ipsec {

proposal group-prop {

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

lifetime-seconds 3600;

}

}

group grp1 {

group-id 1;

ike-gateway gw1;

ike-gateway gw2;

anti-replay-time-window 120;

server-address 20.0.0.1;

server-member-communication {

communication-type unicast;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

sig-hash-algorithm md5;

certificate srv-cert;

}

ipsec-sa group-sa {

proposal group-prop;

match-policy p1 {

source 10.1.0.0/16;

destination 10.2.0.0/16;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

match-policy p2 {

source 10.2.0.0/16;

destination 10.1.0.0/16;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

match-policy p3 {

source 10.1.1.1/16;

destination 239.1.1.1/32;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

}

}

}

co-location;

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;
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application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

policy scope1 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v1;

}

}

}

}

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy default-deny {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}

}

policy scope1 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v1;

}

}
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}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• グループ VPN のメンバー登録の確認 830ページ

• グループ VPN サーバーの IKE 用セキュリティ アソシエーションの確認 830ページ

• グループ VPN サーバーの IPsec 用セキュリティ アソシエーションの確認 830ページ

• グループ VPN メンバーの IKE 用セキュリティ アソシエーションの確認 830ページ

• グループ VPN メンバーの IPsec 用セキュリティ アソシエーションの確認 830ページ

グループ VPN のメンバー登録の確認

目的 グループ VPN のメンバーが正しく登録されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security group-vpn registered-members コマンドを入力します。

グループ VPN サーバーの IKE 用セキュリティ アソシエーションの確認

目的 グループ VPN サーバーの IKE 用 SA を確認します。

アクション 動作モードで、show security group-vpn server ike security-associations コマンドを入力し

ます。

グループ VPN サーバーの IPsec 用セキュリティ アソシエーションの確認

目的 グループ VPN サーバーの IPsec 用 SA を確認します。

アクション 動作モードで、show security group-vpn server ipsec security-associations コマンドを入力し

ます。

グループ VPN メンバーの IKE 用セキュリティ アソシエーションの確認

目的 グループ VPN メンバーの IKE 用 SA を確認します。

アクション 動作モードで、show security group-vpn member ike security-associations コマンドを入力し

ます。

グループ VPN メンバーの IPsec 用セキュリティ アソシエーションの確認

目的 グループ VPN メンバーの IPsec 用 SA を確認します。

アクション 動作モードで、show security group-vpn member ipsec security-associations コマンドを入力し

ます。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 797ページのグループ VPN の概要

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

• 805ページの例: グループ VPN の構成

サーバー/グループ間通信

• サーバー/メンバー間通信について 831ページ

• グループ鍵の動作について 832ページ

• ハートビート メッセージについて 835ページ

• 例: ユニキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信の構成 836ページ

• 例: マルチキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信の構成 837ページ

サーバー/メンバー間通信について

サーバー/メンバー間通信を構成すると、サーバーが GDOI groupkey-push メッセージをメンバー

に送信できます。 サーバー/メンバー間通信がグループに構成されていない場合は、メンバー

をサーバーに登録および再登録するためにメンバーから GDOI groupkey-pull メッセージを送信

することはできますが、サーバーからメンバーに鍵更新メッセージを送信することはできませ

ん。

サーバー/メンバー間通信をグループに構成するには、[edit security group-vpn server] 階層

で server-member-communication 構成ステートメントを使用します。 以下のオプションを定義

できます。

• サーバーとメンバー間の通信に使用する暗号化アルゴリズム。 3des-cbc、aes-128-cbc、

aes-192-cbc、aes-256-cbc、des-cbc のいずれかを指定できます。 デフォルトのアルゴリズ

ムはありません。

• サーバーに対するメンバーの認証に使用する認証アルゴリズム（md5 または sha1）。 デフォ

ルトのアルゴリズムはありません。

• サーバーが鍵更新メッセージをユニキャストとマルチキャストのどちらの方法でグループ メ

ンバーに送信するかと、通信タイプに関連するパラメータ。 832ページの「「グループ鍵の動

作について」を」参照してください。

• サーバーがグループ メンバーにハートビート メッセージを送信する間隔。 これにより、メ

ンバーはサーバーが再起動したかどうかを判断できます。サーバーが再起動した場合、メン

バーはサーバーに再登録する必要があります。 デフォルトは 300 秒です。 835ページの

「「ハートビート メッセージについて」」を参照してください。

• 鍵暗号化鍵（KEK）の有効期限。 デフォルトは 3600 秒です。

831Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第23章: グループ VPN

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


注: グループ サーバーがメンバーに鍵更新メッセージを送信するためにはサーバー/

メンバー間通信を構成する必要がありますが、この動作が望ましくない状況があり

ます。 たとえば、グループ メンバーが動的ピアである場合（ホーム オフィス環境

など）、デバイスは常に稼働しているとは限らず、電源を入れるたびにデバイスの

IP アドレスが変わることがあります。 動的ピアのグループに対してサーバー/メン

バー間通信を構成すると、サーバーから不必要な送信が行われる可能性があります。

GDOI ネゴシエーションを保護するために常に IKE フェーズ 1 SA ネゴシエーショ

ンが実行されるようにする場合は、サーバー/メンバー間通信を構成しないでくださ

い。

サーバー/メンバー間通信がグループに構成されていない場合、show security group-vpn server

registered-members コマンドによって表示されるメンバーシップ リストは、サーバーにすでに

登録されているグループ メンバーを示します。メンバーはアクティブである場合とそうでない

場合があります。 サーバー/メンバー間通信がグループに構成されている場合、グループ メン

バーシップ リストはクリアされます。 通信タイプとしてユニキャストが設定されている場合、

show security group-vpn server registered-members コマンドはアクティブなメンバーのみを表

示します。 通信タイプとしてマルチキャストが設定されている場合、show security group-vpn

server registered-members コマンドは、設定後にサーバーに登録されたメンバーを表示します。

メンバーは登録後に離脱することがあるため、メンバーシップ リストは必ずしもアクティブな

メンバーを表しません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 832ページのグループ鍵の動作について

• 804ページのVPN グループ構成について

• 836ページの例: ユニキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信の構成

• 837ページの例: マルチキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信の構成

グループ鍵の動作について

このトピックには以下のセクションがあります。

• グループ鍵 832ページ

• 鍵更新メッセージ 833ページ

• メンバー登録 834ページ

• 鍵のアクティブ化 834ページ

グループ鍵

グループ サーバーは、VPN グループ、グループ メンバー、およびグループ鍵の関係を追跡す

るためにデータベースを維持します。 サーバーからメンバーにダウンロードされるグループ鍵

には次の 2 種類があります。

• 鍵暗号化鍵（KEK）—鍵更新メッセージの暗号化に使用されます。 グループごとに 1 つの KEK

がサポートされます。
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• トラフィック暗号化鍵（TEK）—グループ メンバー間の IPsec データ トラフィックの暗号化

と復号化に使用されます。

SA に関連付けられた鍵は、一致するスコープ ポリシーがメンバーに構成されている場合にの

み、グループ メンバーに受け入れられます。 受け入れられた鍵はグループ VPN のためにイン

ストールされますが、拒否された鍵は破棄されます。

鍵更新メッセージ

グループにサーバー/メンバー間通信が構成されている場合（831ページの「「サーバー/メンバー

間通信について」」を参照）、サーバーは鍵更新（GDOI groupkey-push）メッセージによって

SA と鍵の更新を定期的にグループ メンバーに送信します。 鍵更新メッセージは SA が期限切

れになる前に送信されます。そのため、グループ メンバー間のトラフィックを暗号化するため

に常に有効な鍵が使用できます。

サーバーは、グループのメンバーシップに変更があったとき、またはグループ SA が変更され

たとき（たとえば、グループ ポリシーが追加または削除されたときなど）にも、鍵更新メッ

セージを送信して新しい鍵をメンバーに提供します。

サーバーが鍵更新メッセージをグループ メンバーに送信できるようにするには、サーバー/メ

ンバー間通信オプションをサーバーで構成する必要があります。 これらのオプションは、メッ

セージのタイプとメッセージの送信間隔を指定します。これらについて以降のセクションで説

明します。

• 鍵更新メッセージのタイプ 833ページ

• 鍵更新間隔 834ページ

鍵更新メッセージのタイプ

鍵更新メッセージには次の 2 種類があります。

• ユニキャスト鍵交換メッセージ—グループ サーバーから各グループ メンバーに鍵更新メッ

セージのコピーが 1 つずつ送信されます。 鍵更新メッセージを受領したとき、メンバーは

肯定応答（ACK）をサーバーに送信する必要があります。 メンバーからの ACK がサーバーに

届かない場合（鍵更新メッセージの再送信を含む）、そのメンバーはアクティブでないと見

なされ、メンバーシップ リストから削除されます。 サーバーからそのメンバーへの鍵更新

メッセージの送信は中止されます。

サーバー/メンバー間通信の number-of-retransmission および retransmission-period 構成ス

テートメントは、メンバーから ACK が届かないときのサーバーによる鍵更新メッセージの再

送信処理を制御します。

• マルチキャスト鍵交換メッセージ—グループ サーバーの指定した出力インターフェースから

設定したマルチキャスト グループ アドレスに鍵更新メッセージのコピーが 1 つ送信されま

す。 メンバーはマルチキャスト鍵更新メッセージの受領時に肯定応答を送信しません。 メ

ンバーは初期登録後に離脱することがあるため、登録メンバーシップ リストは必ずしもアク

ティブなメンバーを表しません。 グループのすべてのメンバーで、マルチキャスト メッセー

ジをサポートするよう構成する必要があります。
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注: ネットワークでマルチキャスト トラフィックを配送するためには、IP マル

チキャスト プロトコルを構成する必要があります。 Juniper Networks デバイス

でのマルチキャスト プロトコルの構成の詳細については、『Junos OS Multicast

Protocols Configuration Guide』を参照してください。

鍵更新間隔

サーバーが鍵更新メッセージを送信する間隔は、[edit security group-vpn server group] 階層

の lifetime-seconds および activation-time-delay 構成ステートメントの値に基づいて計算さ

れます。 計算式は lifetime-seconds minus 4*(activation-time-delay) です。

KEK の lifetime-seconds は、サーバー/メンバー間通信の一部として設定します。デフォルト

は 3600 秒です。 TEK の lifetime-seconds は、IPsec プロポーザルに対して設定します。デ

フォルトは 3600 秒です。 activation-time-delay は、サーバーでグループに対して設定しま

す。デフォルトは 15 秒です。 lifetime-seconds と activation-time-delay のデフォルト値を

使用する場合、サーバーが鍵更新メッセージを送信する間隔は、3600 minus 4*15 = 3540 秒で

す。

メンバー登録

現在の鍵が期限切れになる前にサーバーから新しい SA 鍵を受け取らなかったグループ メン

バーは、サーバーに再登録し、GDOI groupkey-pull 交換によって更新された鍵を取得する必要

があります。 この場合、サーバーが鍵更新メッセージを送信する間隔は次の式で計算されま

す。lifetime-seconds - 3*(activation-time-delay)。 lifetime-seconds と activation-time-delay

のデフォルト値を使用する場合、サーバーが鍵更新メッセージを送信する間隔は、3600 - 3*15

= 3555 秒です。

メンバーの再登録が起こる理由には、以下が挙げられます。

• サーバーから受信されるハートビートの欠如により、メンバーがサーバーの再起動を検出し

た。

• グループ サーバーからの鍵更新メッセージが喪失または遅延し、TEK 有効期限が切れた。

鍵のアクティブ化

メンバーはサーバーから新しい鍵を受け取ると、一定時間待機してからその鍵を暗号化に使用

します。 この時間は、activation-time-delay 構成ステートメントと鍵の受信方法（サーバー

から送信される鍵更新メッセージによって受信されるか、またはメンバーがサーバーに再登録

した結果として受信されるか）によって決まります。

鍵がサーバーから送信された鍵更新メッセージによって受信された場合、メンバーは

2*(activation-time-delay) 秒待機してから、その鍵を使用します。 鍵がメンバーの再登録に

よって受信された場合、メンバーは activation-time-delay 値で指定された秒数待機します。

メンバーはサーバーから送信された鍵を、メンバーにインストールされたグループ SA ごとに、

新しい順に 2 世代保持します。 復号化には両方の鍵を使用できますが、暗号化には最新の鍵

が使用されます。 新しい鍵がアクティブになった後、activation-time-delay 値で指定された

秒数が経過すると、以前の鍵が削除されます。
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activation-time-delay 構成ステートメントのデフォルトは 15 秒です。 この時間の設定値が

小さすぎると、新しい鍵がインストールされる前にリモート グループ メンバーでパケットが

ドロップされる可能性があります。 activation-time-delay 値を変更するときは、ネットワー

ク トポロジとシステム トランスポート遅延を考慮してください。 ユニキャスト送信の場合、

システム トランスポート遅延はグループ メンバーの数に比例します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 797ページのグループ VPN の概要

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

• 802ページの動的ポリシーについて

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

ハートビート メッセージについて

サーバー/メンバー間通信が構成されている場合、サーバーは指定された間隔（デフォルトの間

隔は 300 秒）でハートビート メッセージをメンバーに送信します。 このハートビート メカ

ニズムにより、メンバーは特定の番号のハートビートが届かなかった場合にサーバーに再登録

できます。 たとえば、サーバーの再起動中にはメンバーにハートビート メッセージは届きま

せん。 サーバーが再起動すると、メンバーはサーバーに再登録します。

ハートビートは groupkey-push メッセージによって伝達されます。 ハートビート メッセージ

ごとにシーケンス番号が増加し、これによってメンバーがリプレイ攻撃から保護されます。 鍵

更新メッセージとは異なり、ハートビート メッセージには受信者から肯定応答が送信されず、

サーバーがハートビート メッセージを再送信することもありません。

ハートビート メッセージには以下の情報が含まれています。

• サーバー上の鍵の現在の状態と構成

• 相対的時間（リプレイ防止が有効な場合）

ハートビート内の情報を比較することにより、メンバーは受信すべきサーバー情報または鍵更

新メッセージが欠落しているかどうかを判断できます。 メンバーは再登録を実行して自身を

サーバーと同期させます。

注: ハートビート メッセージはネットワークの輻輳を増加させ、不必要なメンバー

の再登録を引き起こす場合があります。 そのため、必要であればメンバーでハート

ビート検出を無効にしてもかまいません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

• 831ページのサーバー/メンバー間通信について

• 799ページのGDOI プロトコルについて
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• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

例: ユニキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信の構成

この例では、サーバーからユニキャスト鍵更新メッセージをグループ メンバーに送信できるよ

うにする方法を示します。こうすると、グループ メンバー間のトラフィックを暗号化するため

に常に有効な鍵が使用できるようになります。

• 要件 836ページ

• 概要 836ページ

• 構成 836ページ

• 確認 837ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• グループ サーバーとメンバーで IKE フェーズ 1 ネゴシエーションを構成します。

• グループ サーバーとメンバーでフェーズ 2 IPsec SA を構成します。

• グループ サーバーでグループ g1 を構成します。

概要

この例では、グループ g1 に対して以下のサーバー/メンバー間通信パラメータを指定します。

• サーバーからユニキャスト鍵更新メッセージをグループ メンバーに送信します。

• サーバーとメンバー間のトラフィックの暗号化に 3des-cbc を使用します。

• メンバー認証に sha1 を使用します。

サーバー ハートビート、KEK 有効期限、および再送信にはデフォルト値を使用します。

構成

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

サーバー/メンバー間通信を構成するには、以下の手順に従います。

1. 通信タイプを設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set communications-type unicast

2. 暗号化アルゴリズムを設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

3. メンバー認証を設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]
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user@host# set sig-hash-algorithm sha1

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security group-vpn server group g1

server-member-communication コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

• 831ページのサーバー/メンバー間通信について

• 832ページのグループ鍵の動作について

• 804ページのVPN グループ構成について

例: マルチキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信の構成

この例では、サーバーからマルチキャスト鍵更新メッセージをグループ メンバーに送信できる

ようにする方法を示します。こうすると、グループ メンバー間のトラフィックを暗号化するた

めに常に有効な鍵が使用できるようになります。

• 要件 837ページ

• 概要 838ページ

• 構成 838ページ

• 確認 839ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• グループ サーバーとメンバーで IKE フェーズ 1 ネゴシエーションとフェーズ 2 IPsec SA

を構成します。 805ページの「「例: グループ VPN の構成」」および822ページの「「サー

バーとメンバーが共存したグループ VPN の構成」」を参照してください。

• サーバーがマルチキャスト メッセージの送信に使用するインターフェースを ge-0/0/1.0 に

設定します。 『Junos OS Routing Protocols and Policies Configuration Guide for Security

Devices』を参照してください。

• マルチキャスト グループ アドレスを 226.1.1.1 に設定します。 『Junos OS Routing Protocols

and Policies Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

注: ネットワークでマルチキャスト トラフィックを配送するためには、IP マル

チキャスト プロトコルを構成する必要があります。 この例では、マルチキャス

ト構成は示されていません。
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概要

この例では、グループ g1 に対して以下のサーバー/メンバー間通信を指定します。

• マルチキャスト アドレス 226.1.1.1 とインターフェース ge-0/0/1.0 を使用して、サーバー

からマルチキャスト鍵更新メッセージをグループ メンバーに送信します。

• サーバーとメンバー間のトラフィックの暗号化に 3des-cbc を使用します。

• メンバー認証に sha1 を使用します。

サーバー ハートビート、KEK 有効期限、および再送信にはデフォルト値を使用します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security group-vpn server group g1 server-member-communication communication-type

multicast

set security group-vpn server group g1 server-member-communication multicast-group 226.1.1.1

set security group-vpn server group g1 server-member-communication

multicast-outgoing-interface ge-0/0/1.0

set security group-vpn server group g1 server-member-communication encryption-algorithm

3des-cbc

set security group-vpn server group g1 server-member-communication sig-hash-algorithm

sha1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

マルチキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信を構成するには、以下の手順に

従います。

1. 通信タイプを設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set communication-type multicast

2. マルチキャスト グループを設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set multicast-group 226.1.1.1

3. マルチキャスト メッセージの出力インターフェースを設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set multicast-outgoing-interface ge-0/0/1.0

4. 暗号化アルゴリズムを設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

5. メンバー認証を設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]
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user@host# set sig-hash-algorithm sha1

結果 構成モードで、show security group-vpn server group g1 server-member-communication コマン

ドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手

順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security group-vpn server group g1 server-member-communication

communication-type multicast;

multicast-group 226.1.1.1;

multicast-outgoing-interface ge-0/0/1.0;

encryption-algorithm 3des-cbc;

sig-hash-algorithm sha1;

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• マルチキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信の確認 839ページ

マルチキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信の確認

目的 グループ メンバー間のトラフィックを暗号化するために常に有効な鍵が使用できるように、マ

ルチキャスト鍵更新メッセージ用のサーバー/メンバー間通信パラメータが適切に構成されてい

ることを確認します。

アクション 動作モードで、show security group-vpn server group g1 server-member-communication コマン

ドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 805ページのグループ VPN の構成の概要

• 831ページのサーバー/メンバー間通信について

• 832ページのグループ鍵の動作について

• 804ページのVPN グループ構成について

グループ VPN の制限について

このリリースのグループ VPN では、以下はサポートされていません。

• デフォルト以外のルーティング インスタンス

• シャーシ クラスタ

• サーバー クラスタ

• ルートベース グループ VPN

• パブリック インターネットベースの配備
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• SNMP

• Cisco GET VPN サーバーからの拒否ポリシー

• J-Web インターフェースからの構成と監視

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 797ページのグループ VPN の概要

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて

Cisco GET VPN との相互運用性について

Cisco の GDOI の実装は Group Encryption Transport（GET）VPN と呼ばれます。 Junos OS

のグループ VPN と Cisco の GET VPN はどちらも RFC 3547 「The Group Domain of

Interpretation」に基づきますが、実装の違いがいくつかあり、Juniper Networks セキュリ

ティ デバイスと Cisco ルーターの両方が含まれるネットワーク環境に GDOI を配備するとき

はこれらの違いに注意する必要があります。 詳細については、最新の Junos OS リリース ノー

トを参照してください。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 505ページのVPN の概要

• 513ページのIKE および IPsec パケット処理について

• 799ページのGDOI プロトコルについて

• 800ページのグループ サーバーとグループ メンバーについて
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第8部

侵入検出および防止

• IDP ポリシー 843ページ

• アプリケーションレベル分散サービス拒否 909ページ

• IDP シグネチャ データベース 923ページ

• IDP アプリケーション識別 941ページ

• IDP SSL 監視 951ページ

• IDP サービス クラス アクション 959ページ

• IDP パフォーマンスおよびキャパシティ チューニング 967ページ

• IDP ロギング 969ページ
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第24章

IDP ポリシー

• IDP ポリシーの概要 843ページ

• 例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化 844ページ

• IDP インライン タップ モード 847ページ

• IDP ルールとルールベース 849ページ

• IDP アプリケーションとアプリケーション セット 874ページ

• IDP 攻撃と攻撃オブジェクト 879ページ

IDP ポリシーの概要

Junos OS の検出および防止（IDP）ポリシーを使用すると、IDP 対応デバイスを通過するネッ

トワーク トラフィックに対してさまざまな攻撃検出および防止手法を選択的に実施できます。

ゾーン、ネットワーク、およびアプリケーションに基づいてトラフィックのある部分と一致す

るポリシー ルールを定義し、そのトラフィックに対して能動的または受動的な予防アクション

を実行することが可能です。

IDP ポリシーは、デバイスがネットワーク トラフィックをどのように処理するかを定義しま

す。 ネットワークを通過するトラフィックに対してさまざまな攻撃検出および防止手法を実施

できます。

ポリシーはrulebasesで構成され、各ルールベースにはrulesのセットが含まれます。 トラフィッ

ク一致条件、アクション、ロギング要件などのルール パラメータを定義してから、それらの

ルールをルールベースに追加します。 1 つ以上のルールベースにルールを追加して IDP ポリ

シーを作成した後、そのポリシーをデバイスのアクティブ ポリシーとして選択できます。

Junos OS では複数の IDP ポリシーを構成できますが、デバイスで同時にアクティブにできる

IDP ポリシーは 1 つだけです。 複数のデバイスに同じ IDP ポリシーをインストールすること

も、ネットワーク内の各デバイスに個別の IDP ポリシーをインストールすることもできます。

1 つのポリシーには任意のタイプのルールベースのインスタンスを 1 つだけ含めることができ

ます。

注: IDP 機能はデフォルトで有効になっており、ライセンスは必要ありません。 有

効なライセンスとシグネチャ データベースがデバイスにインストールされていない

場合でも、IDP ポリシーにカスタム攻撃およびカスタム攻撃グループを構成し、イ

ンストールできます。
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IDP ポリシーを管理するため、以下のタスクを実行できます。

• 新しい IDP ポリシーを一から作成する。 861ページの「「例: IDP IPS ルールベース用のルー

ルの定義」」を参照してください。

• Juniper Networks が提供する定義済みテンプレートの 1 つから IDP ポリシーを作成する

（924ページの「「定義済み IDP ポリシー テンプレートについて」」を参照）。

• ルールベース内のルールを追加または削除する。 以下のいずれかの IDP オブジェクトを使

用してルールを作成できます。

• ベース システムで使用可能なゾーンおよびネットワーク オブジェクト

• Juniper Networks が提供する定義済みサービス オブジェクト

• カスタム アプリケーション オブジェクト

• Juniper Networks が提供する定義済み攻撃オブジェクト

• カスタム攻撃オブジェクトを作成する（902ページの「「例: IDP シグネチャベース攻撃の構

成」」を参照）。

• Juniper Networks から提供されたシグネチャ データベースを更新する。 このデータベース

にはすべての定義済みオブジェクトが含まれます。

• 複数の IDP ポリシーを維持管理する。 いずれか 1 つのポリシーをデバイスに適用できま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 868ページのIDP ターミナル ルールについて

• 874ページのIDP アプリケーション セットについて

• 880ページのカスタム攻撃オブジェクトについて

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

この例では、デバイス上の両方向に流れるすべてのトラフィックで IDP サービスを有効にする

2 つのセキュリティ ポリシーを構成する方法を示します。

• 要件 844ページ

• 概要 845ページ

• 構成 845ページ

• 確認 847ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。
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• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を

参照してください。

• アプリケーションを構成します。 875ページの「「例: IDP アプリケーションおよびサービス

の構成」」を参照してください。

概要

IDP 検査を通過するトランジット トラフィックに対して、セキュリティ ポリシーを構成し、

検査するすべてのトラフィックで IDP アプリケーション サービスを有効にします。 セキュリ

ティ ポリシーには、ネットワークで許可されるトラフィックのタイプとネットワーク内部での

トラフィックの処理方法を定義したルールが含まれます。 セキュリティ ポリシーで IDP を有

効にすると、指定した基準に一致するトラフィックが IDP ルールベースと照合されます。

注: IDP 機能はデフォルトで有効になっており、ライセンスは必要ありません。 有

効なライセンスとシグネチャ データベースがデバイスにインストールされていない

場合でも、IDP ポリシーにカスタム攻撃およびカスタム攻撃グループを構成し、イ

ンストールできます。

トランジット トラフィックが IDP 検査を受けずに通過できるようにするには、IDP アプリケー

ション サービスを有効にせず、ルールで permit アクションを指定します。 このルールの条

件に一致するトラフィックは IDP 検査を受けずにデバイスを通過します。

この例では、デバイス上の両方向に流れるすべてのトラフィックで IDP サービスを有効にする

2 つのセキュリティ ポリシー（idp-app-policy-1 と idp-app-policy-2）を構成する方法を示

します。 idp-app-policy-1 ポリシーは、構成済みの Zone1 から Zone2 に流れるすべてのト

ラフィックを IDP ルールベースと照合します。 idp-app-policy-2 ポリシーは、Zone2 から

Zone1 に流れるすべてのトラフィックを IDP ルールベースと照合します。

注: このセキュリティ ポリシーに設定するアクションは permit にする必要があり

ます。 デバイスが拒否またはリジェクトするトラフィックに対して IDP を有効に

することはできません。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone Zone1 to-zone Zone2 policy idp-app-policy-1 match

source-address any destination-address any application any

set security policies from-zone Zone1 to-zone Zone2 policy idp-app-policy-1 then permit

application-services idp

set security policies from-zone Zone2 to-zone Zone1 policy idp-app-policy-2 match

source-address any destination-address any application any
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set security policies from-zone Zone2 to-zone Zone1 policy idp-app-policy-2 then permit

application-services idp

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

デバイス上の両方向に流れるすべてのトラフィックで IDP サービスを有効にするには、以下の

手順に従います。

1. 一方向に流れるトラフィック用のセキュリティ ポリシーを作成します。

[edit security policies from-zone Zone1 to-zone Zone2 policy idp-app-policy-1]

user@host# set match source-address any destination-address any application any

2. ポリシーで指定した条件に一致するトラフィックに対して実行するアクションを指定しま

す。

[edit security policies from-zone Zone1 to-zone Zone2 policy idp-app-policy-1]

user@host# set then permit application-services idp

3. もう一方の方向に流れるトラフィック用に別のセキュリティ ポリシーを作成します。

[edit security policies from-zone Zone2 to-zone Zone1 policy idp-app-policy-2]

user@host# set match source-address any destination-address any application any

4. ポリシーで指定した条件に一致するトラフィックに対して実行するアクションを指定しま

す。

[edit security policies from-zone Zone2 to-zone Zone1 policy idp-app-policy-2]

user@host# set then permit application-services idp

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone Zone1 to-zone Zone2 {

policy idp-app-policy-1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

application-services {

idp;

}

}

}

}

}

from-zone Zone2 to-zone Zone1 {

policy idp-app-policy-2 {

match {

source-address any;
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destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

application-services {

idp;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 構成の確認 847ページ

構成の確認

目的 セキュリティ ポリシー構成が正しいことを確認します。

アクション 動作モードで、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

IDP インライン タップ モード

• IDP インライン タップ モードについて 847ページ

• 例: IDP インライン タップ モードの構成 848ページ

IDP インライン タップ モードについて

インライン タップ モードの主な目的は、デバイスの全体的なパフォーマンスと安定性を維持

したまま、最良の条件でトラフィックのディープ インスペクション分析を行うことにありま

す。 インライン タップ機能は、IDP アプリケーション サービスが有効に設定されたセキュリ

ティ ポリシーに一致するトラフィックにおいてアプリケーション レイヤーの脅威を受動的に

インライン検出します。 デバイスがインライン タップ モードの場合、パケットはファイア

ウォール検査を通過し、さらに独立した IDP モジュールにコピーされます。 そのため、IDP

処理結果を待たずにパケットが次のサービス モジュールに進むことができます。 これにより、

トラフィック入力が IDP スループット限界を超えている場合でも、ファイアウォールなどに

よってモジュールの限界を超えない限り、デバイスは処理を継続できます。 IDP プロセスが失

敗しても、デバイスのその他の機能はすべて正常に機能し続けます。 IDP プロセスが復旧する
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と、パケットの検査が再開されます。 インライン タップ モードでは IDP が受動的な監視モー

ドになるため、セッションの終了、ドロップ、diffserv マーキングなどの予防アクションは保

留されます。 パケットのドロップ アクションは無視されます。

インライン タップ モードを構成できるのは、転送プロセス モードが IDP セッションを最大

化するよう設定されている場合のみです（この場合、ファイアウォール サービスの安定性と復

元力が確保されます）。 また、インライン タップ モードを使用するために別個のタップまた

はスパン ポートは必要ありません。

注: インライン タップ モードに切り替えるとき、または通常モードに戻すときは、

デバイスを再起動する必要があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 848ページの例: IDP インライン タップ モードの構成

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

例: IDP インライン タップ モードの構成

この例では、デバイスのインライン タップ モードを構成する方法を示します。

要件

始める前に、インライン タップ モードの機能を確認します。 847ページの「「IDP インライン

タップ モードについて」」を参照してください。

概要

インライン タップ機能は、IDP アプリケーション サービスが有効に設定されたセキュリティ

ポリシーに一致するトラフィックにおいてアプリケーション レイヤーの脅威を受動的にインラ

イン検出します。

注: IDP インライン タップ モードには別個のタップまたはスパン ポートは必要あ

りません。

構成

ステップごとの手順 デバイスのインライン タップ モードを構成するには、以下の手順に従います。

1. インライン タップ モードを設定します。

[edit]

user@host# set security forwarding-process application-services maximize-idp-sessions

inline-tap

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。
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[edit]

user@host# commit

3. 動作モードからシステムを再起動します。

user@host> request system reboot

注: インライン タップ モードに切り替えるとき、または通常モードに戻すと

きは、デバイスを再起動する必要があります。

4. デバイスを通常モードに戻す場合は、インライン タップ モード構成を削除します。

[edit security]

user@host# delete forwarding-process application-services maximize-idp-sessions

inline-tap

確認

インライン タップ モードが有効であることを確認するには、show security idp status コマン

ドを入力します。 転送プロセス モードの行が “Forwarding process mode : maximizing

sessions (Inline-tap)” となっています。

関連項目 843ページのIDP ポリシーの概要•

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

IDP ルールとルールベース

• IDP ポリシー ルールについて 849ページ

• IDP ルールベース 857ページ

• IDP アプリケーションレベル DDoS ルールベースについて 859ページ

• IDP IPS ルールベース 860ページ

• IDP 適用除外ルールベース 865ページ

• IDP ターミナル ルール 868ページ

• IDP DSCP ルール 871ページ

IDP ポリシー ルールについて

侵入検出および防止（IDP）ポリシーに含まれる各指示のことを「ルール」と呼びます。 ルー

ルはルールベース内に作成します。

ルールベースは、組み合わさって IDP ポリシーを定義する一連のルールのセットです。 ルー

ルは、IDP システムが攻撃を検出するためにネットワーク トラフィックのどの部分を調べるか

を指定し、それによって検出メカニズムにコンテキストを与えます。 ルールに一致したとき、

それはネットワーク トラフィックで攻撃が検出され、そのルールのアクションがトリガーされ

ることを意味します。 IDP システムは指定されたアクションを実行し、ネットワークをその攻

撃から守ります。
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IDP ポリシー ルールは以下の要素で構成されています。

• IDP ルールの一致条件について 850ページ

• IDP ルールのオブジェクトについて 850ページ

• IDP ルールのアクションについて 853ページ

• IDP ルールの IP アクションについて 855ページ

• IDP ルールの通知について 856ページ

IDP ルールの一致条件について

一致条件は、IDP によって攻撃を監視するネットワーク トラフィックのタイプを指定します。

一致条件では、以下の特性を使用して監視するネットワーク トラフィックのタイプを指定しま

す。

• From-zone と to-zone—すべてのトラフィックはソース ゾーンから宛先ゾーンに流れます。

任意のゾーンをソースまたは宛先として選択できます。 また、ゾーン例外を使用してデバイ

スごとに固有のソース ゾーンと宛先ゾーンを指定することもできます。 任意のゾーンから

任意のゾーンへのネットワーク トラフィックを監視するには、any を指定します。 デフォ

ルト値は any です。

• ソース IP アドレス—トラフィックの発生元のソース IP アドレスを指定します。 任意の IP

アドレスから発生したネットワーク トラフィックを監視するには、any を指定します。 ま

た、指定したアドレス以外のすべてのソースを指定するため、source-except を指定すること

もできます。 デフォルト値は any です。

• 宛先 IP アドレス—ネットワーク トラフィックの送信先の宛先 IP アドレスを指定します。

任意の IP アドレスに送信されるネットワーク トラフィックを監視するには、これを any

に設定します。 また、指定したアドレス以外のすべての宛先を指定するため、

destination-except を指定することもできます。 デフォルト値は any です。

• アプリケーション—宛先 IP アドレスがサポートするアプリケーション レイヤー プロトコル

を指定します。 すべてのアプリケーションを対象とする場合は any を指定し、ルールの攻

撃オブジェクトで構成されたアプリケーションを対象とする場合は default を指定します。

IDP ルールのオブジェクトについて

オブジェクトとは、ルールに適用できる再使用可能な論理エンティティのことです。 作成した

各オブジェクトは、オブジェクト タイプ用のデータベースに追加されます。

IDP ルール用に以下のタイプのオブジェクトを構成できます。

ゾーン オブジェクト

ゾーンまたはセキュリティ ゾーンは、1 つ以上のネットワーク インターフェースを集めたも

のです。 IDP はベース システムで構成されたゾーン オブジェクトを使用します。

アドレスまたはネットワーク オブジェクト

アドレス オブジェクトは、ホスト マシン、サーバー、サブネットなどのネットワーク コン

ポーネントを表します。 IDP ポリシー ルールでアドレス オブジェクトを使用して、保護する

ネットワーク コンポーネントを指定します。
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アプリケーションまたはサービス オブジェクト

サービス オブジェクトは、TCP、UDP、RPC、ICMP などのトランスポート レイヤー プロトコル

を使用するネットワーク サービスを表します。 ルールでサービス オブジェクトを使用して、

攻撃がネットワークへのアクセスに使用するサービスを指定します。 Juniper Networks では、

定義済みサービス オブジェクトを提供しています。これは、業界標準のサービスに基づくサー

ビス オブジェクトのデータベースです。 定義済みサービス オブジェクトに含まれていない

サービス オブジェクトを追加する場合は、カスタム サービス オブジェクトを作成できます。

IDP では以下のタイプのサービス オブジェクトがサポートされています。

• any—すべてのトランスポート レイヤー プロトコルに一致します。

• TCP—TCP ポートまたはポートの範囲を指定すると、それらの TCP ポートのネットワーク サー

ビスに一致します。 junos-tcp-any を指定すると、すべての TCP ポートのサービスに一致し

ます。

• UDP—UDP ポートまたはポートの範囲を指定すると、それらの UDP ポートのネットワーク サー

ビスに一致します。 junos-udp-any を指定すると、すべての UDP ポートのサービスに一致し

ます。

• RPC—リモート プロシージャ コール（Sun Microsystems の RPC）プログラム番号またはプロ

グラム番号の範囲を指定します。 IDP はこの情報を使用して RPC セッションを識別します。

• ICMP—ICMP パケットに含まれるタイプとコードを指定します。 junos-icmp-all を指定する

と、すべての ICMP サービスに一致します。

• default—攻撃オブジェクトで暗黙的に示されたアプリケーションに対するデフォルトの自動

検出されたプロトコルに一致します。

攻撃オブジェクト

IDP 攻撃オブジェクトは、既知および未知の攻撃を表します。 IDP には、Juniper Networks

が定期的に更新する定義済み攻撃オブジェクト データベースが含まれます。 攻撃オブジェク

トは、悪質なアクティビティを識別する場合にルールで指定します。 各攻撃は攻撃オブジェク

トとして定義されます。これは既知の攻撃パターンを表します。 監視対象のネットワーク ト

ラフィックでこの既知の攻撃パターンに遭遇すると、攻撃オブジェクトが一致したと見なされ

ます。 攻撃オブジェクトの主な 3 つのタイプについて 851ページの表101 で説明します。

表101: IDP 攻撃オブジェクトの説明

説明攻撃オブジェクト

シグネチャ攻撃オブジェクトは、ステートフル攻撃シグネチャ

を使用して既知の攻撃を検出します。 攻撃シグネチャとは、

ある攻撃に常に存在するパターンを指します。その攻撃が存在

する場合、攻撃シグネチャも存在します。 IDP はステートフ

ル シグネチャを使用して、攻撃の実行に使用される特定のプ

ロトコルまたはサービス、攻撃の方向と流れ、および攻撃のコ

ンテキストを探すことができます。 ステートフル シグネチャ

を利用すると、攻撃のコンテキストが定義され、攻撃が発生し

ないネットワーク トラフィックの大部分が除外されるため、

偽陽性がほとんど生じません。

シグネチャ攻撃オブジェクト
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表101: IDP 攻撃オブジェクトの説明 （続き）

説明攻撃オブジェクト

プロトコル アノーマリ攻撃オブジェクトは、ネットワーク上

の異常なアクティビティを識別します。 これらのオブジェク

トは、使用されている特定のプロトコルのルールのセットに

従って、接続内の異常またはあいまいなメッセージを検出しま

す。 プロトコル アノーマリ検出はプロトコル標準（ほとんど

の場合、RFC や共通 RFC 拡張で定義されている）からの逸脱

を発見することに基づきます。 ほとんどの正当なトラフィッ

クは、確立されているプロトコルに忠実です。 プロトコルに

忠実でないトラフィックには異常が含まれますが、この異常は

侵入防止システム（IPS）を回避するといった特定の目的のた

めに攻撃者が起こしたものである可能性があります。

プロトコル アノーマリ攻撃オブジェク

ト

複合攻撃オブジェクトは、複数のシグネチャやプロトコル ア

ノーマリを組み合わせて単一のオブジェクトにしたものです。

トラフィックが複合攻撃オブジェクトに一致すると見なされる

ためには、そのオブジェクトに含まれるすべてのシグネチャお

よびプロトコル アノーマリに一致する必要があります。シグ

ネチャまたはアノーマリが一致する順序を指定することもでき

ます。 複合攻撃オブジェクトによって IDP ポリシー ルール

の適用範囲を絞り込むと、偽陽性が減少し、検出精度が向上し

ます。 複合攻撃オブジェクトを使用すると、トラフィックを

攻撃として識別するための必要条件となるイベントについて非

常に具体的に指定できます。 And、Or、Ordered and の各演算

子を使用して、複合攻撃に含まれる個々の攻撃オブジェクト間

の関係とイベントの発生順序を定義できます。

複合攻撃オブジェクト

攻撃オブジェクト グループ

IDP には多数の定義済み攻撃オブジェクトが含まれます。 IDP ポリシーを整理して管理しやす

くするため、攻撃オブジェクトをグループに分けることができます。 攻撃オブジェクト グルー

プには、タイプの異なる攻撃オブジェクトを 1 つ以上含めることができます。 Junos OS は以

下の 2 種類の攻撃グループをサポートしています。

• 定義済み攻撃オブジェクト グループ—シグネチャ データベースに存在するオブジェクトが含

まれます。 定義済み攻撃オブジェクト グループは本質的に動的です。 たとえば、FTP: Minor

グループは、アプリケーションが FTP で重大度が Minor であるすべての攻撃を選択します。

重大度が Minor である新しい FTP 攻撃がセキュリティ データベースに導入された場合、そ

の攻撃はデフォルトで FTP: Minor グループに追加されます。

• 動的攻撃グループ—特定の一致基準に基づく攻撃オブジェクトが含まれます。 たとえば、あ

るアプリケーションに関連するすべての攻撃を 1 つの動的グループに含めることができま

す。 シグネチャが更新されるとき、動的グループはその一致基準に基づいてメンバーシップ

が自動的に更新されます。

SRX シリーズ デバイスでは、動的攻撃グループで方向フィルタを使用する場合、除外値に

expression 'and' を使用してください。 すべてのフィルタと同様に、デフォルトの

expression は 'or' です。 ただし、方向フィルタについては 'and' を選択できます。

たとえば、クライアントからサーバーへの方向の攻撃をすべて選択する場合は、set security

idp dynamic-attack-group dyn1 filters direction values client-to-server コマンドを使用

して方向フィルタを構成します。
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チェーン攻撃の場合、複数のメンバーのそれぞれが固有の方向を持ちます。 ポリシーにチェー

ン攻撃が含まれる場合、client-to-server フィルタは、いずれかのメンバーが

client-to-server の方向を持つチェーン攻撃をすべて選択します。 これは、チェーンのメ

ンバーの少なくとも 1 つが client-to-server の方向を持ってさえいれば、他のメンバーの

方向が server-to-client や ANY であっても、そのチェーン攻撃が選択されることを意味し

ます。

このようなチェーン攻撃がポリシーに追加されないようにするには、動的グループを以下の

ように構成します。

• set security idp dynamic-attack-group dyn1 filters direction expression and

• set security idp dynamic-attack-group dyn1 filters direction values client-to-server

• set security idp dynamic-attack-group dyn1 filters direction values

exclude-server-to-client

• set security idp dynamic-attack-group dyn1 filters direction values exclude-any

• カスタム攻撃グループ—ユーザーが定義した攻撃グループが含まれ、CLI によって構成できま

す。 このグループには、特定の定義済み攻撃、カスタム攻撃、定義済み攻撃グループ、また

は動的攻撃グループを含めることができます。 このグループは、攻撃がグループで指定され

るため、本質的に静的です。 したがって、カスタム攻撃グループはセキュリティ データベー

スが更新されるときに変更されません。

IDP ルールのアクションについて

Actions は、監視対象のトラフィックがルールで指定された攻撃オブジェクトに一致したとき

に IDP が実行するアクションを指定します。

853ページの表102 に、IDP ルールに指定できるアクションを示します。

表102: IDP ルールのアクション

定義用語

アクションは実行されません。 このアクションは、一部のトラフィック

についてログを生成する場合にのみ使用します。

No Action

攻撃の一致が見つかった場合、接続の残りの部分でのトラフィックのス

キャンを中止します。 特定の接続について IDP のルールベースが無効に

なります。

注: このアクションは、攻撃を無視するという意味ではありません。

Ignore Connection

指定された差別化サービス コード ポイント（DSCP）値を攻撃に含まれる

パケットに割り当てて、パケットを通常どおり通過させます。

DSCP 値は、攻撃として検出された最初のパケットには適用されず、後続

のパケットに適用されることに注意してください。

Diffserv Marking
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表102: IDP ルールのアクション （続き）

定義用語

一致するパケットが宛先に到達する前にそのパケットをドロップします

が、接続は閉じません。 このアクションは、UDP トラフィックなど、ス

プーフィングを受けやすいトラフィック中の攻撃パケットをドロップする

場合に使用します。 このようなトラフィックの接続をドロップすると、

サービス拒否が発生し、正当なソース IP アドレスからのトラフィックを

受信できなくなる可能性があります。

注: 任意のアプリケーションについてカスタム シグネチャで定義された

非パケット コンテキストを使用して IDP ポリシーを構成し、そのアク

ションをパケットのドロップに設定した場合、IDP が攻撃を識別したとき

にデコーダが drop_packet を drop_connection に昇格させます。 DNS

プロトコル攻撃では、これは該当しません。 DNS デコーダは、攻撃が識

別されたときに drop_packet を drop_connection に昇格させません。

これにより、DNS 攻撃トラフィックのみがドロップされ、有効な DNS 要

求は引き続き処理されます。 また、有効な TCP DNS 要求に関する TCP

再送信も回避できます。

Drop Packet

該当する接続に関連するすべてのパケットをドロップし、その接続のトラ

フィックが宛先に到達しないようにします。 このアクションは、スプー

フィングを受けにくいトラフィックの接続をドロップする場合に使用しま

す。

Drop Connection

接続を閉じ、RST パケットをクライアントに送信します。サーバーには送

信しません。

Close Client

接続を閉じ、RST パケットをサーバーに送信します。クライアントには送

信しません。

Close Server

接続を閉じ、RST パケットをクライアントとサーバーの両方に送信しま

す。

Close Client and Server
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表102: IDP ルールのアクション （続き）

定義用語

すべての定義済み攻撃オブジェクトには、デフォルトのアクションが関連

付けられています。 これは、その攻撃が検出されたときに Juniper

Networks が推奨するアクションです。

注: このアクションは IPS ルールベースに対してのみサポートされて

います。

Recommended—Juniper Networks が深刻な脅威と考えるすべての攻撃オブ

ジェクトをカテゴリに分類したリスト。

• Attack type は、攻撃オブジェクトをタイプ（アノーマリまたはシグ

ネチャ）別にグループ分けします。 各タイプの中で、攻撃オブジェク

トは重大度別にグループ分けされます。

• Category は、攻撃オブジェクトを定義済みカテゴリ別にグループ分け

します。 各カテゴリの中で、攻撃オブジェクトは重大度別にグループ

分けされます。

• Operating system は、BSD、Linux、Solaris、Windows など、適用さ

れるオペレーティング システム別に攻撃オブジェクトをグループ分け

します。 各オペレーティング システムの中で、攻撃オブジェクトは

サービスおよび重大度別にグループ分けされます。

• Severity は、攻撃に割り当てられた重大度別に攻撃オブジェクトをグ

ループ分けします。 IDP には、Critical、Major、Minor、Warning、

Info の 5 つの重大度レベルがあります。 各重大度の中で、攻撃オブ

ジェクトはカテゴリ別にグループ分けされます。

Recommended

IDP ルールの IP アクションについて

IP アクションは、同じ IP アクション属性を使用する以後の接続に適用されるアクションで

す。 たとえば、ある 2 つのホスト間のセッションで攻撃が検出された場合にそれらのホスト

間の以後の HTTP セッションをすべてブロックする IP アクションをルールに設定できます。

あるいは、タイムアウト値を指定し、新しいセッションがそのタイムアウト値以内に開始され

た場合にのみアクションを適用するよう定義することもできます。 IP アクションのデフォル

トのタイムアウト値は 0 で、これはその IP アクションがタイムアウトしないことを意味しま

す。

IP アクションでは他のアクションと同様に、接続のドロップや終了を指定できます。 ただし、

その時点で攻撃者の IP アドレスが判明しているため、その攻撃者を指定した時間ブロックす

ることもできます。 攻撃者は対象のネットワークにすぐに再接続できない場合、もっと攻撃し

やすい相手に標的を切り替える可能性があります。 IP アクションを他のアクションやロギン

グと組み合わせることで、ネットワークのセキュリティを強化できます。

IP アクション属性は、以下のフィールドを組み合わせたものです。

• ソース IP アドレス

• 宛先 IP アドレス

• 宛先ポート

• from-zone

• プロトコル
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856ページの表103 に、IDP ルールでサポートされている IP アクションのタイプを示します。

表103: IDP ルールの IP アクション

定義用語

以後のトラフィックに対して何もアクションを実行しません。ただし、イ

ベントをログに記録します。 これがデフォルトです。

Notify

IP アクション ルールに一致するセッションのすべてのパケットをサイレ

ントにドロップします。

Drop/Block Session

この IP アクションに一致する新しいセッションは、クライアントおよび

サーバーに RST パケットを送信することによって終了されます。

Close Session

トラフィックが複数のルールに一致した場合は、一致したすべてのルールのうち最も重大度の

高い IP アクションが適用されます。 最も重大度の高い IP アクションは Close Session ア

クションで、次が Drop/Block Session アクション、最後が Notify アクションです。

IDP ルールの通知について

通知は、アクションが実行されるときに情報をどのようにログに記録するかを定義します。 攻

撃が検出されたとき、攻撃をログに記録し、攻撃情報を含むログ レコードを作成して、その情

報をログ サーバーに送信できます。

通知を使用する場合、以下のオプションも構成できます。これにより、各ルールの生成された

ログに対して特定のアクションを実行するようログ サーバーに指示できます。

• アラートの設定—IDP ポリシーのルールに対してアラート オプションを指定します。 そのルー

ルに一致すると、対応するログ レコードのアラートがログ ビューアのアラート列に表示さ

れます。 セキュリティ管理者はアラートを使用して重要なセキュリティ イベントを認識し、

それに対処できます。

• セキュリティ レベルの設定—ログ サーバーでログ レコードを適切に整理および表示できるよ

うに、ログに記録する重大度レベルを設定します。 選択した攻撃オブジェクトのデフォルト

の重大度設定を使用するか、作成したルールに固有の重大度を選択できます。 継承された攻

撃重大度は、ルールで構成した重大度によってオーバーライドされます。 重大度レベルは以

下のレベルに設定できます。

• Info—2

• Warning—3

• Minor—4

• Major—5

• Critical—7

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 859ページのIDP アプリケーションレベル DDoS ルールベースについて
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• 860ページのIDP IPS ルールベースについて

• 865ページのIDP 適用除外ルールベースについて

• 868ページのIDP ターミナル ルールについて

• 871ページのIDP ポリシーの DSCP ルールについて

• 924ページの定義済み IDP ポリシー テンプレートについて

IDP ルールベース

• IDP ポリシー ルールベースについて 857ページ

• 例: IDP ルールベースへのルールの挿入 857ページ

• 例: IDP ルールベース内のルールの非アクティブ化とアクティブ化 858ページ

IDP ポリシー ルールベースについて

侵入検出および防止（IDP）ポリシーは、ルールとルールベースを集めたものです。 ルールベー

スは、特定の検出方法を使用して攻撃を特定および防御する一連のルールの順序付きセットで

す。

ルールは、IDP システムが攻撃を検出するためにネットワーク トラフィックのどの部分を調べ

るかを指定することによって検出メカニズムにコンテキストを与える命令のようなものです。

ルールに一致したとき、それはネットワーク トラフィックで攻撃が検出され、そのルールのア

クションがトリガーされることを意味します。 IDP システムは指定されたアクションを実行

し、ネットワークをその攻撃から守ります。

各ルールベースには複数のルールを含めることができます。この場合は、ネットワーク トラ

フィックに適用する順にルールを配置します。 IDP システムの各ルールベースは、それぞれ固

有の検出方法を使用して攻撃を識別および防御します。 Junos OS では、侵入防止システム

（IPS）ルールベースと適用除外ルールベースの 2 種類のルールベースがサポートされていま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 859ページのIDP アプリケーションレベル DDoS ルールベースについて

• 860ページのIDP IPS ルールベースについて

• 865ページのIDP 適用除外ルールベースについて

• 857ページの例: IDP ルールベースへのルールの挿入

• 858ページの例: IDP ルールベース内のルールの非アクティブ化とアクティブ化

例: IDP ルールベースへのルールの挿入

この例では、IDP ルールベースにルールを挿入する方法を示します。

要件

始める前に、以下のことを行います。
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• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• ルールベースにルールを定義します。 861ページの「「例: IDP IPS ルールベース用のルール

の定義」」を参照してください。

概要

IDP ルール照合アルゴリズムは、ルールベースの先頭から順にすべてのルールを照合し、指定

された一致条件に一致するトラフィックを探します。 ルールはネットワーク トラフィックに

適用する順に配置します。 ルールベースにルールを追加すると、そのルールは既存のルール

リストの末尾に配置されます。 ルールをルールベースの末尾以外の場所に配置するには、ルー

ルベース内の目的の場所にルールを挿入します。 この例では、base-policy という名前のポリ

シーの IDP IPS ルールベースで、ルール R1 の前にルール R2 を配置します。

構成

ステップごとの手順 ルールベースにルールを挿入するには、以下の手順に従います。

1. ルールを評価する順序に基づいて、ルールベース内のルールの位置を定義します。

[edit]

user@host# insert security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2 before

rule R1

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security idp status コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 866ページの例: IDP 適用除外ルールベース用のルールの定義

• 914ページの例: アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御の有効化

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

例: IDP ルールベース内のルールの非アクティブ化とアクティブ化

この例では、ルールベース内のルールを非アクティブ化およびアクティブ化する方法を示しま

す。

要件

始める前に、以下のことを行います。
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• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• ルールベースにルールを定義します。 861ページの「「例: IDP IPS ルールベース用のルール

の定義」」を参照してください。

概要

ルールベースでは、deactivate コマンドと activate コマンドを使用することで、ルールを無

効および有効にすることができます。 deactivate コマンドを実行すると、指定したステートメ

ントが構成からコメントアウトされます。 非アクティブ化したルールは、commit コマンドを実

行したときに発効しません。 activate コマンドを実行すると、指定したステートメントが構成

に元通り追加されます。 アクティブ化したルールは、次回 commit コマンドを実行したときに

発効します。 この例では、base-policy という名前のポリシーに関連付けれらた IDP IPS ルー

ルベース内のルール R2 をいったん非アクティブ化し、再度アクティブ化する方法を示します。

構成

ステップごとの手順 ルールベース内のルールを非アクティブ化およびアクティブ化するには、以下の手順に従いま

す。

1. 非アクティブ化するルールを指定します。

[edit]

user@host# deactivate security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2

2. 同じルールをアクティブ化します。

[edit]

user@host# activate security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security idp status コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 866ページの例: IDP 適用除外ルールベース用のルールの定義

• 914ページの例: アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御の有効化

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

IDP アプリケーションレベル DDoS ルールベースについて

アプリケーションレベル DDoS ルールベースは、DNS や HTTP などのサーバーをアプリケーショ

ンレベル分散サービス拒否（DDoS）攻撃から守るためのパラメータを定義します。 クライアン
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トをどの時点で攻撃クライアントと見なすかを判断するため、通常のサーバー アクティビティ

要求に基づいてカスタム アプリケーション メトリックを設定できます。 その後、アプリケー

ションレベル DDoS ルールベースを使用して、監視するトラフィックのソース一致条件を定義

します。この条件に一致するトラフィックには、定義したアクティビティ（サーバーを閉じる、

接続のドロップ、パケットのドロップ、アクションなし）が実行されます。 また、IP アクショ

ン（ip-block、ip-close、ip-notify、ip-connection-rate-limit、timeout）を実行すること

もできます。 860ページの表104 に、アプリケーションレベル DDoS ルールベースのルールに構

成できるオプションを示します。

表104: アプリケーションレベル DDoS ルールベースの構成要素

定義用語

このデバイスによって攻撃を監視するネットワーク トラフィックを指定

します。

Match condition

監視対象のトラフィックがアプリケーションレベル DDoS ルールで指定さ

れたアプリケーション DDoS オブジェクトに一致したときに侵入検出およ

び防止（IDP）が実行するアクションを指定します。

Action

正当なトラフィックを許可しながらネットワークへの今後の侵入を阻止す

るため、特定のソース アドレスを暗黙的にブロックできるようにします。

アプリケーションレベル DDoS では、ip-block、ip-close、ip-notify、

ip-connection-rate-limit のいずれかの IP アクション オプションを構

成できます。

IP Action

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 攻撃の概要

• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 防御の概要

• 914ページの例: アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御の有効化

IDP IPS ルールベース

• IDP IPS ルールベースについて 860ページ

• 例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義 861ページ

IDP IPS ルールベースについて

侵入防止システム（IPS）ルールベースは、攻撃オブジェクトを使用して既知および未知の攻撃

を検出することにより、ネットワークを攻撃から守ります。 攻撃の検出はステートフル シグ

ネチャとプロトコル アノーマリに基づいて行われます。 861ページの表105 に、IPS ルールベー

スのルールに構成できるオプションを示します。
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表105: IPS ルールベースの構成要素

定義用語

このデバイスによって攻撃を監視するネットワーク トラフィックのタイ

プを指定します。 一致条件の詳細については、849ページの「「IDP ポリ

シー ルールについて」」を参照してください。

Match condition

このデバイスが監視対象のネットワーク トラフィックで一致照合する攻

撃を指定します。 各攻撃は攻撃オブジェクトとして定義されます。これ

は既知の攻撃パターンを表します。 攻撃オブジェクトの詳細については、

849ページの「「IDP ポリシー ルールについて」」を参照してください。

Attack objects/groups

ターミナル ルールを指定します。 ターミナル ルールに一致した場合、

セッションにおけるルールの照合が中止されます。 ターミナル ルールの

詳細については、868ページの「「IDP ターミナル ルールについて」」を

参照してください。

Terminal flag

監視対象のトラフィックがルールで指定された攻撃オブジェクトに一致し

たときにシステムが実行するアクションを指定します。 攻撃によって複

数のルール アクションがトリガーされる場合は、それらのルールのうち

最も重大度の高いアクションが実行されます。 アクションの詳細につい

ては、849ページの「「IDP ポリシー ルールについて」」を参照してくだ

さい。

Action

正当なトラフィックを許可しながらネットワークへの今後の侵入を阻止で

きるようにします。 IPS ルールベースでは、notify、drop、close のい

ずれかの IP アクション オプションを構成できます。 IP アクションの

詳細については、849ページの「「IDP ポリシー ルールについて」」を参

照してください。

IP Action

アクションが実行されるときに情報をどのようにログに記録するかを定義

します。 攻撃をログに記録し、攻撃情報を含むログ レコードを作成し

て、その情報をログ サーバーに送信できます。 詳細については、849ペー

ジの「「IDP ポリシー ルールについて」」を参照してください。

Notification

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 865ページのIDP 適用除外ルールベースについて

• 868ページのIDP ターミナル ルールについて

• 924ページの定義済み IDP ポリシー テンプレートについて

• 861ページの例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義

例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義

この例では、IDP IPS ルールベース用のルールを定義する方法を示します。

• 要件 862ページ

• 概要 862ページ
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• 構成 862ページ

• 確認 864ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を

参照してください。

• セキュリティ ポリシーで IDP を有効にします。 844ページの「「例: セキュリティ ポリシー

での IDP の有効化」」を参照してください。

概要

各ルールは一致条件、オブジェクト、アクション、および通知で構成されています。 IDP ルー

ルを定義するとき、ソース ゾーン、宛先ゾーン、ソース IP アドレス、宛先 IP アドレス、お

よび宛先 IP アドレスでサポートされているアプリケーション レイヤー プロトコルを使用し

て、IDP によって攻撃を監視するネットワーク トラフィックのタイプを指定する必要がありま

す。 ルールはルールベース内に定義され、ルールベースはポリシーに関連付けられます。

この例では、base-policy という名前のポリシーを作成し、このポリシーのルールベースを指

定して、このルールベースにルール R1 を追加する方法を示します。 追加するルール R1 の内

容は以下のとおりです。

• trust という名前の構成済みゾーンから untrust という名前の構成済みゾーンへのすべての

トラフィックに一致する一致条件を指定します。 また、定義済み攻撃グループの Critical

- TELNET も一致条件に含まれます。 一致条件のアプリケーション設定は default で、攻撃

オブジェクトで構成された任意のアプリケーションに一致します。

• ルール R1 の基準に一致するすべてのトラフィックについて接続をドロップするアクション

を指定します。

• 攻撃のロギングを有効にし、アラート フラグが攻撃ログに追加されるよう指定します。

• 重大度レベルを critical として指定します。

ルールを定義した後、base-policy をデバイスのアクティブ ポリシーとして指定します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security idp idp-policy base-policy

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 match from-zone trust to-zone

untrust source-address any destination-address any application default

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 match attacks

predefined-attack-groups "TELNET-Critical"

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 then action drop-connection

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 then notification log-attacks

alert
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set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 then severity critical

set security idp active-policy base-policy

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IDP IPS ルールベース用のルールを定義するには、以下の手順に従います。

1. 意味のある名前を指定してポリシーを作成します。

[edit]

user@host# edit security idp idp-policy base-policy

2. ルールベースをポリシーに関連付けます。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# edit rulebase-ips

3. ルールをルールベースに追加します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips]

user@host# edit rule R1

4. ルールの一致基準を定義します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set match from-zone trust to-zone untrust source-address any

destination-address any application default

5. 一致基準として攻撃を定義します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set match attacks predefined-attack-groups "TELNET-Critical"

6. ルールのアクションを指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then action drop-connection

7. ルールの通知とロギング オプションを指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then notification log-attacks alert

8. ルールの重大度レベルを設定します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then severity critical

9. ポリシーをアクティブ化します。

[edit]

user@host# set security idp active-policy base-policy

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy base-policy {
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rulebase-ips {

rule R1 {

match {

from-zone trust;

source-address any;

to-zone untrust;

destination-address any;

application default;

attacks {

predefined-attack-groups Critical-TELNET;

}

}

then {

action {

drop-connection;

}

notification {

log-attacks {

alert;

}

}

severity critical;

}

}

}

}

active-policy base-policy;

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 構成の確認 864ページ

構成の確認

目的 IDP IPS ルールベース構成のルールが正しいことを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 860ページのIDP IPS ルールベースについて

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

• 857ページの例: IDP ルールベースへのルールの挿入

• 858ページの例: IDP ルールベース内のルールの非アクティブ化とアクティブ化
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IDP 適用除外ルールベース

• IDP 適用除外ルールベースについて 865ページ

• 例: IDP 適用除外ルールベース用のルールの定義 866ページ

IDP 適用除外ルールベースについて

適用除外ルールベースは、侵入防止システム（IPS）ルールベースと連携して、不必要なアラー

ムが生成されるのを防ぎます。 このルールベース内のルールは、既知の偽陽性を除外したり、

特定のソース、宛先、またはソース/宛先のペアが IPS ルールに一致しないようにする場合に

構成します。 IPS ルールベースのルールに一致するトラフィックは、指定したアクションが実

行される前に、適用除外ルールベースと照合されます。 適用除外ルールベースに的確なルール

を記述すると、IPS ルールベースによって生成される偽陽性の数が大幅に減少する場合があり

ます。

適用除外ルールベースは以下のような場合に構成します。

• IDP ルールで使用している 1 つ以上の攻撃オブジェクトを含む攻撃オブジェクト グループ

が、偽陽性または関連のないログ レコードを生成する場合。

• 特定のソース、宛先、またはソース/宛先のペアが IDP ルールに一致しないようにする場合。

これにより、IDP から不必要なアラームが生成されなくなります。

注: 除外ルールベースを構成する前に必ず IPS ルールベースを構成してください。

865ページの表106 に、適用除外ルールベースのルールに構成できるオプションを示します。

表106: 適用除外ルールベース

定義用語

IPS ルールベースと同様に、このデバイスによって攻撃を監視するネット

ワーク トラフィックのタイプを指定します。 ただし、適用除外ルール

ベースではアプリケーションは構成できません。これは常に any に設定

されます。

Match condition

このデバイスが監視対象のネットワーク トラフィックで一致照合しない

攻撃オブジェクトを指定します。

Attack objects/groups

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 860ページのIDP IPS ルールベースについて

• 924ページの定義済み IDP ポリシー テンプレートについて

• 866ページの例: IDP 適用除外ルールベース用のルールの定義
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例: IDP 適用除外ルールベース用のルールの定義

この例では、適用除外 IDP ルールベース用のルールを定義する方法を示します。

• 要件 866ページ

• 概要 866ページ

• 構成 866ページ

• 確認 867ページ

要件

始める前に、IDP IPS ルールベースにルールを作成します。 861ページの「「例: IDP IPS ルー

ルベース用のルールの定義」」を参照してください。

概要

適用除外ルールを作成するときは、以下を指定する必要があります。

• 適用除外するトラフィックのソースと宛先。 任意のソースを送信元とするネットワーク ト

ラフィック、または任意の宛先に送信されるネットワーク トラフィックを適用除外する場合

は、ソースまたは宛先を any に設定します。 また、source-except または destination-except

を設定して、指定したソース アドレスまたは宛先アドレスを除くすべてのソースまたは宛先

を指定することもできます。

• 指定したソース/宛先アドレスについて IDP の対象外にする攻撃。 適用除外ルールには少な

くとも 1 つの攻撃オブジェクトを含める必要があります。

この例では、内部ネットワークで攻撃 FTP:USER:ROOT の偽陽性を生成する IDP ポリシーがあ

るとします。 そのため、ソース IP が内部ネットワークに属する場合にこの攻撃が検出されな

いようルールを構成します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security idp idp-policy base-policy

set security idp idp-policy base-policy rulebase-exempt rule R1 match from-zone trust

to-zone any

set security idp idp-policy base-policy rulebase-exempt rule R1 match source-address

internal-devices destination-address any

set security idp idp-policy base-policy rulebase-exempt rule R1 match attacks

predefined-attacks "FTP:USER:ROOT"

set security idp active-policy base-policy

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

適用除外 IDP ルールベース用のルールを定義するには、以下の手順に従います。

1. 適用除外ルールベースを定義する対象の IDP IPS ルールベースを指定します。
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[edit]

user@host# edit security idp idp-policy base-policy

2. 適用除外ルールベースをポリシーおよびゾーンに関連付け、このルールベースにルールを

追加します。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-exempt rule R1 match from-zone trust to-zone any

3. このルールベースのソース アドレスと宛先アドレスを指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-exempt rule R1 match source-address internal-devices

destination-address any

4. 攻撃検出から除外する攻撃を指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-exempt rule R1 match attacks predefined-attacks

"FTP:USER:ROOT"

5. ポリシーをアクティブ化します。

[edit]

user@host# set security idp active-policy base-policy

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy base-policy {

rulebase-exempt {

rule R1 {

match {

from-zone trust;

source-address internal-devices;

to-zone any;

destination-address any;

attacks {

predefined-attacks FTP:USER:ROOT;

}

}

}

}

active-policy base-policy;

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 構成の確認 867ページ

構成の確認

目的 定義したルールが IDP ルールベース構成から適用除外されることを確認します。
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アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 865ページのIDP 適用除外ルールベースについて

• 857ページの例: IDP ルールベースへのルールの挿入

• 858ページの例: IDP ルールベース内のルールの非アクティブ化とアクティブ化

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

IDP ターミナル ルール

• IDP ターミナル ルールについて 868ページ

• 例: ルールベースでのターミナル ルールの設定 869ページ

IDP ターミナル ルールについて

侵入検出および防止（IDP）ルール照合アルゴリズムは、ルールベースの先頭から順にすべての

ルールを照合し、ソース、宛先、およびサービスに一致するトラフィックを探します。 ただ

し、ある特定のルールを terminal として構成できます。 terminal ルールはこのアルゴリズ

ムの例外です。 ターミナル ルールのソース、宛先、ゾーン、およびアプリケーションに一致

した場合は、その後に続くソース、宛先、およびアプリケーションが同じであるルールはチェッ

クされません。 検査しているトラフィックが、一致するルールの攻撃オブジェクトに一致して

いるかどうかは関係ありません。

ターミナル ルールは以下の目的で使用できます。

• ソースと宛先が同じである別々の攻撃に対して異なるアクションを設定する。

• 既知の信頼できるソースから送信されたトラフィックを無視する。 通常、このタイプのター

ミナル ルールのアクションは None です。

• 特定の攻撃セットにのみ脆弱であるサーバーに送信されるトラフィックを無視する。 通常、

このタイプのターミナル ルールのアクションは Drop Connection です。

ターミナル ルールを定義するときは注意が必要です。 ターミナル ルールが不適切な場合、

ネットワークが攻撃に対して無防備になる場合があります。 ターミナル ルールのソース、宛

先、およびアプリケーションに一致するトラフィックは、たとえターミナル ルールの攻撃オブ

ジェクトに一致しない場合でも、後続のルールと比較されないことを忘れないでください。

ターミナル ルールを使用するのは、ある種のトラフィックで特定の攻撃オブジェクトのセット

を調べる場合だけにしてください。 ターミナル ルールでソースと宛先の両方に any を使用す

る場合は、特に注意してください。 ターミナル ルールは、ルールベースの先頭に近い、同じ

トラフィックが一致する他のルールより前に配置します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて
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• 860ページのIDP IPS ルールベースについて

• 865ページのIDP 適用除外ルールベースについて

• 869ページの例: ルールベースでのターミナル ルールの設定

例: ルールベースでのターミナル ルールの設定

この例では、ターミナル ルールを構成する方法を示します。

• 要件 869ページ

• 概要 869ページ

• 構成 869ページ

• 確認 870ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• セキュリティ ポリシーで IDP アプリケーション サービスを有効にします。 844ページの

「「例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化」」を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を

参照してください。

• ルールを定義します。 857ページの「「例: IDP ルールベースへのルールの挿入」」を参照し

てください。

概要

デフォルトでは、IDP ルールベースのルールはターミナル ルールではありません。つまり、IDP

はルールベース内のすべてのルールを検査し、一致したものすべてを実行します。 ルールは

ターミナル ルールとして指定できます。そうすると、ターミナル ルールで指定されたソース、

宛先、およびサービスに一致した場合、その接続について後続のルールは検査されません。

この例では、ターミナル ルールを構成する方法を示します。 ルール R2 を定義し、このルー

ルをトラフィックのソース IP が既知の信頼された社内ネットワークに属する場合に照合アル

ゴリズムを終了させるターミナル ルールにします。 このルールに一致した場合、その信頼さ

れたネットワークからのトラフィックは無視され、該当するセッションでの悪質なデータの監

視は中止されます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2 match source-address internal

destination-address any

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2 terminal
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ターミナル ルールを構成するには、以下の手順に従います。

1. IDP ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# edit set security idp idp-policy base-policy

2. ルールを定義し、その一致基準を設定します。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-ips rule R2 match source-address internal destination-address

any

3. ルールのターミナル フラグを設定します。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-ips rule R2 terminal

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy base-policy {

rulebase-ips {

rule R2 {

match {

source-address internal;

destination-address any;

}

terminal;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 構成の確認 870ページ

構成の確認

目的 ターミナル ルールが正しく構成されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices
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• 868ページのIDP ターミナル ルールについて

• 861ページの例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

IDP DSCP ルール

• IDP ポリシーの DSCP ルールについて 871ページ

• 例: IDP ポリシーでの DSCP ルールの構成 871ページ

IDP ポリシーの DSCP ルールについて

差別化サービス コード ポイント（DSCP）は、IP パケット ヘッダー内で定義された、6 ビッ

ト フィールドにエンコードされた整数値です。 これはサービス クラス（CoS）の識別に使用

されます。 CoS を使用すると、デフォルトのパケット転送動作をオーバーライドしたり、特定

のトラフィック フローにサービス レベルを割り当てたりすることができます。

DSCP 値は IDP ポリシー ルールのアクションとして構成できます。 まず IDP ポリシーの一致

条件を定義することによってトラフィックを定義し、次にそのトラフィックに対して DiffServ

マーキング アクションを関連付けます。 DSCP 値に基づいて、動作集約クラシファイアがトラ

フィックの転送クラスと損失優先度を設定し、これによってそのトラフィックが受ける転送処

理が決まります。

IDP ポリシー ルールに一致すると、そのパケットの IP ヘッダー内の CoS フィールドが、一

致するポリシーで指定された DSCP 値に書き換えられます。 トラフィックが DSCP 値の異なる

複数のルールに一致する場合は、最初に一致した IDP ルールが有効になり、この IDP ルール

がそのセッションのすべてのトラフィックに適用されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 860ページのIDP IPS ルールベースについて

• 865ページのIDP 適用除外ルールベースについて

• 871ページの例: IDP ポリシーでの DSCP ルールの構成

例: IDP ポリシーでの DSCP ルールの構成

この例では、IDP ポリシーで DSCP 値を構成する方法を示します。

• 要件 872ページ

• 概要 872ページ

• 構成 872ページ

• 確認 874ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• セキュリティ ポリシーで IDP アプリケーション サービスを有効にします。 844ページの

「「例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化」」を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を

参照してください。

• ルールを定義します。 857ページの「「例: IDP ルールベースへのルールの挿入」」を参照し

てください。

概要

IDP ポリシーでの DSCP 値の構成は、ネットワーク上の異なるタイプのトラフィックに CoS 値

（つまり、異なるレベルの信頼性）を関連付ける手段となります。

この例では、policy1 という名前のポリシーを作成し、このポリシーのルールベースを指定し

て、このルールベースにルール R1 を追加する方法を示します。 追加するルール R1 の内容は

以下のとおりです。

• trust という名前の構成済みゾーンから untrust という名前の構成済みゾーンへのすべての

トラフィックに一致する一致条件を指定します。 また、定義済み攻撃グループの HTTP -

Critical も一致条件に含まれます。 一致条件のアプリケーション設定は default として指

定され、攻撃オブジェクトで構成された任意のアプリケーションに一致します。

• ルール R1 の基準に一致するすべてのトラフィックについて IP ヘッダー内の CoS フィール

ドを DSCP 値 50 に書き換えるアクションを指定します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security idp idp-policy base-policy

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 match from-zone Zone-1 to-zone

Zone-2 source-address any destination-address any application default

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 match attacks

predefined-attack-groups "HTTP - Critical"

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 then action mark-diffserv

50

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IDP ポリシーで DSCP 値を構成するには、以下の手順に従います。

1. 意味のある名前を指定してポリシーを作成します。
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[edit]

user@host# edit security idp idp-policy base-policy

2. ルールベースをポリシーに関連付けます。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# edit rulebase-ips

3. ルールをルールベースに追加します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips]

user@host# edit rule R1

4. ルールの一致基準を定義します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips R1]

user@host# set match from-zone trust to-zone untrust source-address any

destination-address any application default

user@host# set match attacks predefined-attack-group “HTTP - Critical”

5. ルールのアクションを指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips R1]

user@host# set then action mark-diffserv 50

6. 必要に応じて、ルールの通知またはロギング オプションを指定します。

7. ポリシーをアクティブ化します。

[edit]

user@host# set security idp active-policy base-policy

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy base-policy{

rulebase-ips {

rule R1 {

match {

from-zone trust;

source-address any;

to-zone untrust;

destination-address any;

application default;

attacks {

predefined-attack-groups HTTP-Critical;

}

}

then {

action {

mark-diffserv {

50;

}

}

}

}
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}

active-policy base-policy;

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 構成の確認 874ページ

構成の確認

目的 IDP ポリシーで DSCP 値が構成されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 871ページのIDP ポリシーの DSCP ルールについて

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

• 861ページの例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義

IDP アプリケーションとアプリケーション セット

• IDP アプリケーション セットについて 874ページ

• 例: IDP アプリケーションおよびサービスの構成 875ページ

• 例: IDP アプリケーション セットの構成 877ページ

IDP アプリケーション セットについて

アプリケーションまたはサービスは、データがネットワーク上を移動する際にどのような構造

をとるかを定義するアプリケーション レイヤー プロトコルを表します。 ネットワークでサ

ポートされているサービスは攻撃者がネットワークの攻撃に使用するのと同じサービスである

ため、どのサービスが宛先 IP でサポートされているかを指定することによってルールを効率

化できます。 Juniper Networks では、業界標準のアプリケーションに基づいて定義済みのア

プリケーションとアプリケーション セットを提供しています。 定義済みアプリケーションに

含まれていないアプリケーションを追加する場合は、カスタム アプリケーションを作成する

か、定義済みアプリケーションをニーズに合わせて変更できます。

アプリケーション（またはサービス）を指定すると、ポリシーがそのタイプのトラフィックに

適用されます。 ときどき、同じアプリケーションまたはそれらのサブセットが複数のポリシー

に存在する場合があり、そうなると管理が難しくなります。 Junos OS では、application sets

と呼ばれるアプリケーションのグループを作成できます。

アプリケーション セットを使用すれば、多数の個別アプリケーション エントリを管理する代

わりに少数のアプリケーション セットを管理できるので、このプロセスが簡素化されます。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.874

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


アプリケーション（またはアプリケーション セット）はパケットの一致基準として構成されま

す。 パケットにポリシーが適用されるためには、そのパケットがポリシーで指定されたアプリ

ケーション タイプに属する必要があります。 パケットがポリシーで指定されたアプリケーショ

ン タイプに加えてその他すべての一致基準にも一致する場合、そのパケットにポリシー アク

ションが適用されます。 定義済みアプリケーションまたはカスタム アプリケーションを使用

し、ポリシーでそれらを参照できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 875ページの例: IDP アプリケーションおよびサービスの構成

例: IDP アプリケーションおよびサービスの構成

この例では、アプリケーションを作成して IDP ポリシーに関連付ける方法を示します。

• 要件 875ページ

• 概要 875ページ

• 構成 875ページ

• 確認 877ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• セキュリティ ポリシーで IDP アプリケーション サービスを有効にします。 844ページの

「「例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化」」を参照してください。

概要

カスタム アプリケーションを作成するには、アプリケーションに意味のある名前を指定し、非

アクティブ タイムアウトやアプリケーション プロトコル タイプなどのパラメータを関連付け

ます。 この例では、cust-app という名前の特別な FTP アプリケーションを作成し、ポート

78 で実行される IDP ポリシー ABC の一致条件として cust-app を指定し、非アクティブ タ

イムアウト値を 6000 秒に設定します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set applications application cust-app application-protocol ftp protocol tcp destination-port

78 inactivity-timeout 6000

set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC match application cust-app
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set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC then action no-action

set security idp active-policy ABC

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

アプリケーションを作成して IDP ポリシーに関連付けるには、以下の手順に従います。

1. アプリケーションを作成し、そのプロパティを指定します。

[edit applications application cust-app]

user@host# set application-protocol ftp protocol tcp destination-port 78

inactivity-timeout 6000

2. 作成したアプリケーションをポリシーの一致条件として指定します。

[edit security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC]

user@host# set match application cust-app

3. no-action 条件を指定します。

[edit security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC]

user@host# set then action no-action

4. ポリシーをアクティブ化します。

[edit]

user@host# set security idp active-policy ABC

結果 構成モードで、show security idp コマンドと show applications コマンドを入力して構成を確

認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正し

ます。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy ABC {

rulebase-ips {

rule R1 {

match {

application cust-app;

}

}

}

}

active-policy ABC;

[edit]

user@host# show applications

application cust-app {

application-protocol ftp;

protocol tcp;

destination-port 78;

inactivity-timeout 6000;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 構成の確認 877ページ

構成の確認

目的 アプリケーションが IDP ポリシーに関連付けられていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 874ページのIDP アプリケーション セットについて

• 877ページの例: IDP アプリケーション セットの構成

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

例: IDP アプリケーション セットの構成

この例では、アプリケーション セットを作成して IDP ポリシーに関連付ける方法を示します。

• 要件 877ページ

• 概要 877ページ

• 構成 878ページ

• 確認 879ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• セキュリティ ポリシーで IDP アプリケーション サービスを有効にします。 844ページの

「「例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化」」を参照してください。

• アプリケーションを定義します。 237ページの「「例: アプリケーションとアプリケーション

セットの構成」」を参照してください。

概要

アプリケーション セットを構成するには、定義済みアプリケーションまたはカスタム アプリ

ケーションを個別にアプリケーション セットに追加し、そのアプリケーション セットに意味

のある名前を指定します。 アプリケーション セットに名前を付けたら、その名前をポリシー

の一部として指定します。 このポリシーをパケットに適用するためには、パケットがこのアプ

リケーション セットに含まれるいずれかのアプリケーションに一致する必要があります。
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この例では、SrvAccessAppSet という名前のアプリケーション セットを作成し、IDP ポリシー

ABC に関連付ける方法を示します。 アプリケーション セット SrvAccessAppSet は 3 つのア

プリケーションから成ります。 それら 3 つのアプリケーションをポリシー ルールで指定する

代わりに、1 つのアプリケーション セットを指定します。 その他すべての基準に一致する場

合、アプリケーション セット内のいずれか 1 つのアプリケーションが有効な一致基準となり

ます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set applications application-set SrvAccessAppSet application junos-ssh

set applications application-set SrvAccessAppSet application junos-telnet

set applications application-set SrvAccessAppSet application cust-app

set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC match application SrvAccessAppSet

set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC then action no-action

set security idp active-policy ABC

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

アプリケーション セットを作成して IDP ポリシーに関連付けるには、以下の手順に従います。

1. アプリケーション セットを作成し、3 つのアプリケーションをセットに含めます。

[edit applications application-set SrvAccessAppSet]

user@host# set application junos-ssh

user@host# set application junos-telnet

user@host# set application cust-app

2. IDP ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# edit security idp idp-policy ABC

3. 作成したアプリケーション セットを IDP ポリシーに関連付けます。

[edit security idp idp-policy ABC]

user@host# set rulebase-ips rule ABC match application SrvAccessAppSet

4. ポリシーのアクションを指定します。

[edit security idp idp-policy ABC]

user@host# set rulebase-ips rule ABC then action no-action

5. ポリシーをアクティブ化します。

[edit]

user@host# set security idp active-policy ABC

結果 構成モードで、show security idp コマンドと show applications コマンドを入力して構成を確

認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正し

ます。
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[edit]

user@host# show security idp

idp-policy ABC {

rulebase-ips {

rule R1 {

match {

application SrvAccessAppSet;

}

then {

action {

no-action;

}

}

}

}

}

active-policy ABC;

[edit]

user@host# show applications

application-set SrvAccessAppSet {

application ssh;

application telnet;

application custApp;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 構成の確認 879ページ

構成の確認

目的 アプリケーション セットが IDP ポリシーに関連付けられていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 874ページのIDP アプリケーション セットについて

• 875ページの例: IDP アプリケーションおよびサービスの構成

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化

IDP 攻撃と攻撃オブジェクト

• カスタム攻撃オブジェクトについて 880ページ

• IDP プロトコル デコーダ 896ページ
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• IDP コンテンツ解凍 899ページ

• IDP シグネチャベース攻撃 901ページ

• IDP プロトコル アノーマリベース攻撃 905ページ

• 特定のプロトコルの IDP テスト条件の一覧表示 908ページ

カスタム攻撃オブジェクトについて

カスタム攻撃オブジェクトを作成することで、新しい攻撃を検出したり、定義済み攻撃オブジェ

クトをカスタマイズして自社ネットワークに固有のニーズを満たすことができます。

カスタム攻撃オブジェクトを構成するには、その固有の名前を指定してから、一般的な説明や

キーワードなどの追加情報を指定します。これらの追加情報を指定しておくと、作成した攻撃

オブジェクトの検索や維持管理が容易になります。

攻撃オブジェクト定義の一部のプロパティ（攻撃名、説明、重大度レベル、サービスまたはア

プリケーション バインディング、時間バインディング、推奨アクション、プロトコルまたは

ポート バインディングなど）はすべてのタイプの攻撃に共通です。 その他に、ある攻撃タイ

プに固有で、その特定の攻撃定義にのみ使用できるフィールドもあります。

注: IDP 機能はデフォルトで有効になっており、ライセンスは必要ありません。 有

効なライセンスとシグネチャ データベースがデバイスにインストールされていない

場合でも、IDP ポリシーにカスタム攻撃およびカスタム攻撃グループを構成し、イ

ンストールできます。

このトピックには以下のセクションがあります。

• 攻撃名 880ページ

• 重大度 880ページ

• サービスおよびアプリケーション バインディング 881ページ

• プロトコルおよびポート バインディング 884ページ

• 時間バインディング 886ページ

• 攻撃プロパティ（シグネチャ攻撃） 887ページ

• 攻撃プロパティ（プロトコル アノーマリ攻撃） 893ページ

• 攻撃プロパティ（複合またはチェーン攻撃） 894ページ

攻撃名

オブジェクトの名前を英数字で指定します。 攻撃によって使用されるプロトコルを攻撃名に含

めると便利です。

重大度

攻撃がネットワークに与える影響の大きさを指定します。 重大度は、影響が小さい順に、Info、

Warning、Minor、Major、Critical に分類されます（856ページの「IDP ルールの通知について」

を参照）。 Critical 攻撃は最も危険な攻撃で、通常はサーバーのクラッシュやネットワーク

制御権の奪取などが企図されます。 Info 攻撃は最も危険度が低く、通常はネットワーク管理

者が運用中のセキュリティ システムの抜け穴を発見するために使用します。
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サービスおよびアプリケーション バインディング

サービスまたはアプリケーション バインディング フィールドは、攻撃がネットワークへの侵

入に使用するサービスを指定します。

注: カスタム攻撃ではサービスまたはプロトコル バインディングのどちらかを指定

します。 両方を指定した場合、サービス バインディングが優先されます。

• any—正確なサービスが不明で、すべてのサービスでシグネチャを照合する場合は、any を指

定します。 攻撃の中には複数のサービスを使用してネットワーク攻撃を仕掛けるものがある

ため、攻撃がどのサービスを使用して接続しているかにかかわらずすべての攻撃を検出する

場合にも any サービス バインディングを選択できます。

• サービス—ほとんどのネットワーク攻撃では特定のサービスが使用されます。 攻撃の実行に

使用される特定のサービスをサービス バインディングとして選択できます。 881ページの表

107 に、サポートされているサービスと各サービスに関連付けられたデフォルト ポートを示

します。

表107: サービス バインディングでサポートされているサービス

デフォルト ポート説明サービス

TCP/5190AOL インスタント メッセンジャー。 America Online イン

ターネット サービス プロバイダ（ISP）は、インターネッ

ト、チャット、およびインスタント メッセージ アプリケー

ションを提供します。

AIM

TCP/179境界ゲートウェイ プロトコルBGP

TCP/19、UDP/19Chargen（Character Generator Protocol）は、UDP または

TCP ベースのデバッギングおよび測定ツールです。

Chargen

UDP/67、UDP/68DHCP（動的ホスト構成プロトコル）は、ネットワーク アド

レスを割り当て、サーバーからホストに構成パラメータを配

信します。

DHCP

TCP/9、UDP/9Discard プロトコルは、ポート 9 に送信された TCP または

UDP データの廃棄プロセスを記述するアプリケーション レ

イヤー プロトコルです。

Discard

TCP/53、UDP/53DNS（ドメイン名システム）は、ドメイン名を IP アドレス

に変換します。

DNS

TCP/7、UDP/7EchoEcho

TCP/79、UDP/79Finger は、ユーザーについての情報を提供する UNIX プロ

グラムです。

Finger

TCP/21、UDP/21FTP（ファイル転送プロトコル）を使用すると、マシン間で

ファイルを送受信できます。

FTP
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表107: サービス バインディングでサポートされているサービス （続き）

デフォルト ポート説明サービス

TCP/6346Gnutella は、分散ネットワーク上で動作するパブリック ド

メインのファイル共有プロトコルです。

Gnutella

TCP/70Gopher は、インターネット サーバーのコンテンツをファイ

ルの階層構造のリストに整理し、表示します。

Gopher

UDP/1718、UDP/1719H.225.0/RAS（Registration, Admission, and Status）H225RAS

TCP/80、TCP/81、TCP/88、

TCP/3128、TCP/7001

（Weblogic）、TCP/8000、

TCP/8001、TCP/8100

（JRun）、TCP/8200

（JRun）、TCP/8080、

TCP/8888（Oracle-9i）、

TCP/9080（Websphere）、

UDP/80

HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）は、World Wide

Web（WWW）の基盤となるプロトコルです。

HTTP

インターネット制御メッセージ プロトコルICMP

TCP/113IDENT（Identification）プロトコルは、TCP クライアント

認証に使用される TCP/IP アプリケーション レイヤー プロ

トコルです。

IDENT

UDP/500IKE（インターネット鍵交換）プロトコルは、ISAKMP で使用

するために認証された鍵マテリアルを取得するプロトコルで

す。

IKE

TCP/143、UDP/143IMAP（インターネット メッセージ アクセス プロトコル）

は、メッセージの取得に使用されるプロトコルです。

IMAP

TCP/6667IRC（Internet Relay Chat）を使用すると、インターネット

に接続した人々がライブで会話に参加できます。

IRC

TCP/389LDAP（軽量ディレクトリ アクセス プロトコル）は、情報

ディレクトリへのアクセスに使用されるプロトコル セット

です。

LDAP

TCP/515LPR（ライン プリンタ デーモン）プロトコルは、印刷アプ

リケーションに使用される TCP ベースのプロトコルです。

lpr

TCP/1863MSN（Microsoft Network Messenger）は、インスタント メッ

セージを送信したり、オンラインで会話ができるユーティリ

ティです。

MSN

TCP/135、UDP/135Microsoft リモート プロシージャ コールMSRPC

TCP/1433、TCP/3306MSSQL（Microsoft SQL）は、データの作成、アクセス、変

更、保護が可能な Microsoft 独自のデータベース サーバー

ツールです。

MSSQL
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表107: サービス バインディングでサポートされているサービス （続き）

デフォルト ポート説明サービス

TCP/3306MySQL は、Linux と Windows の両方で使用可能なデータベー

ス管理システムです。

MYSQL

UDP/137（NBName）、

UDP/138（NBDS）

NBDS（NetBIOS データグラム サービス）アプリケーション

は IBM が公開しているもので、ブロードキャスト媒体に接

続している PC に対し、リソースの特定やセッションの開

始/終了を行うコネクションレス（データグラム）アプリケー

ションを提供します。 信頼性が低く、パケットは順序付け

されません。

NBDS

TCP/2049、UDP/2049NFS（ネットワーク ファイル システム）は、UDP を使用し

て、異なるタイプのコンピュータに保存されている共有ファ

イルへのアクセスをネットワーク ユーザーに許可します。

SUN RPC は NFS を構成する不可欠な要素です。

NFS

TCP/119NNTP（Network News Transport Protocol）は、USENET メッ

セージの投稿、配布、検索に使用されるプロトコルです。

nntp

UDP/123NTP（ネットワーク タイム プロトコル）は、コンピュータ

を時刻基準に同期させる方法を提供します。

NTP

UDP/110、TCP/110POP3（ポスト オフィス プロトコル）は、電子メールの取得

に使用されるプロトコルです。

POP3

TCP/111、UDP/111ONC RPC プログラム番号を、そのプログラム番号をリッスン

するサーバーのネットワーク アドレスにマッピングするた

めに、インターネット上のノードで実行されるサービス。

Portmapper

UDP/1812、UDP/1813RADIUS（リモート認証ダイヤルイン ユーザー サービス）ア

プリケーションは、認証と課金の目的で使用されるサーバー

プログラムです。

RADIUS

TCP/512Rexecrexec

TCP/513RLOGIN は、リモート ホスト上で端末セッションを開始しま

す。

rlogin

TCP/514RSH は、リモート ホスト上でシェル コマンドを実行しま

す。

rsh

TCP/554RTSP（リアルタイム ストリーミング プロトコル）は、スト

リーミング メディア アプリケーション用のプロトコルで

す。

rtsp

TCP/5060、UDP/5060SIP（セッション開始プロトコル）は、セッションを作成、

変更、終了するためのアプリケーション レイヤー 制御プロ

トコルです。

SIP

TCP/139、TCP/445SMP（サーバー メッセージ ブロック）over IP は、ネット

ワーク上のサーバーにあるファイルの読み取り/書き込みを

可能にするプロトコルです。

SMB
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表107: サービス バインディングでサポートされているサービス （続き）

デフォルト ポート説明サービス

TCP/25、UDP/25SMTP（簡易メール転送プロトコル）は、サーバー間のメッ

セージの送信に使用されるプロトコルです。

SMTP

TCP/161、UDP/161SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）は、複雑なネット

ワークを管理するためのプロトコル セットです。

SNMP

TCP/162、UDP/162SNMP トラップSNMPTRAP

UDP/1434SQL モニター（Microsoft）SQLMON

TCP/22、UDP/22SSH は、セキュアでないチャネル上で強力な認証とセキュア

な通信を通じてネットワーク上の別のコンピュータにログイ

ンするためのプログラムです。

SSH

TCP/443、TCP/80セキュア ソケット レイヤーSSL

UDP/514syslog は、システム ロガーにメッセージを送信する UNIX

プログラムです。

syslog

TCP/23、UDP/23Telnet は、端末ルーターと端末用プロセスを相互にインター

フェースさせる標準的な方法を提供する UNIX プログラムで

す。

Telnet

TCP/1521、TCP/1522、

TCP/1523、TCP/1524、

TCP/1525、TCP/1526、

TCP/1527、TCP/1528、

TCP/1529、TCP/1530、

TCP/2481、TCP/1810、

TCP/7778

Transparent Network SubstrateTNS

UDP/69簡易ファイル転送プロトコルTFTP

TCP/5800、TCP/5900VNC（Virtual Network Computing）は、インターネットに接

続されている別のコンピュータやモバイル ルーターの画面

を表示し、それらの機器と簡単にやり取りできるようにしま

す。

VNC

TCP/43ドメイン名を調べるためのネットワーク ディレクトリ アプ

リケーション プロトコル。

Whois

TCP/5050Yahoo! メッセンジャーは、他のユーザーがオンラインかど

うかを調べたり、インスタント メッセージの送信やオンラ

インでの会話ができるユーティリティです。

YMSG

プロトコルおよびポート バインディング

プロトコルまたはポート バインディングでは、攻撃がネットワークへの侵入に使用するプロト

コルを指定します。 ネットワーク プロトコルの名前、またはプロトコル番号を指定できます。
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注: カスタム攻撃ではサービスまたはプロトコル バインディングのどちらかを指定

します。 両方を指定した場合、サービス バインディングが優先されます。

• IP—プロトコル番号を使用して、サポートされているいずれかのネットワーク レイヤー プロ

トコルを指定できます。 885ページの表108 に、各種プロトコルのプロトコル番号を示しま

す。

表108: サポートされているプロトコルとプロトコル番号

プロトコル番号プロトコル名

2IGMP

4IP-IP

8EGP

12PUP

29TP

41IPV6

43ROUTING

44FRAGMENT

46RSVP

47GRE

50ESP

51AH

58ICMPV6

59NONE

60DSTOPTS

92MTP

98ENCAP

103PIM

108COMP

255RAW
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• ICMP、TCP、UDP—特定のサービスを使用しない攻撃は、特定のポートを使用してネットワーク

を攻撃することがあります。 一部の TCP および UDP 攻撃は、標準ポートを使用してネット

ワークに侵入し、接続を確立します。

• RPC—リモート プロシージャ コール（RPC）プロトコルは、プロセス間のやり取りを遠隔操作

するために分散処理アプリケーションによって使用されます。 クライアントが RPC サーバー

にリモート プロシージャ コールを発行すると、サーバーはリモート プログラムで応答しま

す。各リモート プログラムは異なるプログラム番号を使用します。 RPC を使用する攻撃を

検出するには、サービス バインディングを RPC に設定し、RPC プログラム ID を指定しま

す。

886ページの表109 に、主なプロトコルのサンプル書式を示します。

表109: プロトコルのサンプル書式

説明プロトコル番号プロトコル名

プロトコル名を指定します。<Port>ICMP</Port>ICMP

ネットワーク レイヤー プロトコル番号を

指定します。

<Port>IP/protocol-number</Port>IP

RPC プログラム番号を指定します。<Port>RPC/program-number</Port>RPC

ポートの指定は、TCP および UDP プロトコ

ルでは任意です。 たとえば、以下のいずれ

かを指定できます。

• <Port>UDP</Port>

• <Port>UDP/10</Port>

• <Port>UDP/10-100</Port>

• <Port>TCP </Port>

• <Port>TCP/port </Port>

• <Port>TCP/minport-maxport

</Port>

TCP または UDP

時間バインディング

時間バインディングを使用して、カスタム攻撃オブジェクトの時間属性を構成します。 時間属

性は、ある一定回数繰り返される攻撃を攻撃オブジェクトがどのように識別するかを制御しま

す。 攻撃のスコープとカウントを設定することで、一定時間内（1 分間）のセッション全体に

わたる一連の同じ攻撃を検出できます。

スコープ

攻撃をカウントする範囲を指定します。

• ソース—このオプションを指定すると、宛先アドレスに関係なく、指定した回数のソース ア

ドレスからの攻撃が検出されます。 これは、ある特定の攻撃について、同じソース アドレ

スからの攻撃ごとにしきい値が保持されることを意味します。 宛先アドレスは無視されま

す。 たとえば、2 つの異なるペア（ip-a、ip-b）と（ip-a、ip-c）からアノーマリが検出さ

れたとします。この場合、ソース アドレスはどちらも同じ ip-a ですが、宛先アドレスは

ip-b と ip-c で互いに異なります。 したがって、ip-a の一致回数が 2 に増えます。 しき

い値（count）も 2 に設定されている場合、シグネチャによって攻撃イベントがトリガーさ

れます。
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• 宛先—このオプションを指定すると、ソース アドレスに関係なく、指定した回数の宛先アド

レスに送信された攻撃が検出されます。 これは、ある特定の攻撃について、同じ宛先アドレ

スへの攻撃ごとにしきい値が保持されることを意味します。 ソース アドレスは無視されま

す。 たとえば、2 つの異なるペア（ip-a、ip-b）と（ip-c、ip-b）からアノーマリが検出さ

れたとします。この場合、宛先アドレスはどちらも同じ ip-b ですが、ソース アドレスは

ip-a と ip-c で互いに異なります。 したがって、ip-b の一致回数が 2 に増えます。 しき

い値（count）も 2 に設定されている場合、シグネチャによって攻撃イベントがトリガーさ

れます。

• ピア—このオプションを指定すると、指定した回数の、セッションのソースおよび宛先 IP ア

ドレス間の攻撃が検出されます。 これは、ソース アドレスと宛先アドレスのペアに対して

しきい値が適用されることを意味します。 2 つの異なるソースと宛先のペア（ip-a、ip-b）

と（ip-a、ip-c）からアノーマリが検出された場合、 たとえ両方のペアのソース アドレスが

同じであっても、各ペアの一致回数が 1 に設定されます。

カウント

攻撃オブジェクトが指定されたスコープ内である特定の攻撃を検出した回数がカウント（しき

い値）で指定された値に達すると、デバイスはその攻撃オブジェクトが攻撃に一致したと見な

します。 攻撃オブジェクトを複数のポートにバインドしていて、攻撃オブジェクトが異なる

ポートでその攻撃を検出した場合、各ポートの各攻撃が別々にカウントされます。 たとえば、

攻撃オブジェクトが TCP/80 で攻撃を検出した後、さらに TCP/8080 でも同じ攻撃を検出した場

合、カウントは 2 になります。

count で指定された回数に達すると、基準に一致する各攻撃の攻撃カウントが 1 増えます。

このカウント サイクルは 60 秒間続き、その後同じサイクルが繰り返されます。

攻撃プロパティ（シグネチャ攻撃）

シグネチャ攻撃オブジェクトは、ステートフル攻撃シグネチャ（攻撃の特定のセクションに常

に存在するパターン）を使用して既知の攻撃を検出します。 シグネチャ攻撃オブジェクトに

は、攻撃の実行に使用されるプロトコルまたはサービスと、攻撃のコンテキストも含まれます。

以下のプロパティはシグネチャ攻撃に固有であり、シグネチャ攻撃を構成するときに設定でき

ます。

注: シグネチャ攻撃の定義では、攻撃コンテキスト、フロー タイプ、および方向は

必須フィールドです。

攻撃コンテキスト

攻撃コンテキストは、シグネチャの場所を定義します。 サービスと具体的なサービス コンテ

キストがわかっている場合は、そのサービスを指定してから、適切なサービス コンテキストを

指定します。 サービスはわかっているものの、具体的なサービス コンテキストが不明な場合

は、以下のいずれかの一般的なコンテキストを指定します。

• first-data-packet—このコンテキストを指定すると、最初のデータ パケットでのみ攻撃が検

出されます。

• first-packet—このコンテキストを指定すると、ストリームの最初のパケットでのみ攻撃が検

出されます。 攻撃オブジェクトのフロー方向が any に設定されているときは、

server-to-client と client-to-server の両方向のフローで最初のパケットがチェックされ
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ます。 セッションの最初のパケットに攻撃シグネチャが現れることがわかっている場合は、

packet ではなく first-packet を選択すると、デバイスが監視するトラフィック量が減少し、

パフォーマンスが向上します。

• packet—このコンテキストを指定すると、攻撃パターンがパケット内で照合されます。 この

オプションを選択するときは、サービス バインディングも指定してサービス ヘッダー オプ

ションを定義する必要があります。 必須ではありませんが、これらの追加パラメータを指定

すると、攻撃オブジェクトの精度が高まり、結果的にパフォーマンスが向上します。

• line—このコンテキストを指定すると、ネットワーク トラフィック内の特定のラインでパター

ン一致が検出されます。

• normalized-stream—このコンテキストを指定すると、正規化ストリーム全体で攻撃が検出され

ます。 正規化ストリームは、情報を送信する複数の方法の 1 つです。 このストリームで

は、照合が行われる前にパケット内の情報が正規化されます。 たとえば、www.yahoo.com/sports

が www.yahoo.com/s%70orts と同じである場合、 これら両方の URL を表す正規化形式は

www.yahoo.com/sports になります。 その正確な形式で何らかのパターンを検出する場合を除

き、stream の代わりに normalized-stream を選択してください。 たとえば、

www.yahoo.com/s%70orts と正確に一致するパターンを検出する場合は、stream を選択します。

• normalized-stream256—このコンテキストを指定すると、正規化ストリームの最初の 256 バイ

トでのみ攻撃が検出されます。

• normalized-stream1k—このコンテキストを指定すると、正規化ストリームの最初の 1024 バイ

トでのみ攻撃が検出されます。

• normalized-stream-8k—このコンテキストを指定すると、正規化ストリームの最初の 8192 バ

イトでのみ攻撃が検出されます。

• stream—このコンテキストを指定すると、パケットが再組み立てされた後、データが抽出され

てパターン一致が検索されます。 ただし、デバイスはストリーム コンテキストのパケット

境界を認識できないため、複数のパケットのデータが結合されます。 このオプションは、該

当する攻撃が他のどのコンテキスト オプションにも含まれない場合にのみ指定します。

• stream256—このコンテキストを指定すると、パケットが再組み立てされた後、トラフィック

ストリームの最初の 256 バイトでパターン一致が検索されます。 フロー方向が any に設定

されているときは、server-to-client と client-to-server の両方向のフローで最初の 256

バイトがチェックされます。 セッションの最初の 256 バイトに攻撃シグネチャが現れるこ

とがわかっている場合は、stream ではなく stream256 を選択すると、デバイスが監視および

キャッシュするトラフィック量が減少し、パフォーマンスが向上します。

• stream1k—このコンテキストを指定すると、パケットが再組み立てされた後、トラフィック ス

トリームの最初の 1024 バイトでパターン一致が検索されます。 フロー方向が any に設定

されているときは、server-to-client と client-to-server の両方向のフローで最初の 1024

バイトがチェックされます。 セッションの最初の 1024 バイトに攻撃シグネチャが現れるこ

とがわかっている場合は、stream ではなく stream1024 を選択すると、デバイスが監視およ

びキャッシュするトラフィック量が減少し、パフォーマンスが向上します。

• stream8k—このコンテキストを指定すると、パケットが再組み立てされた後、トラフィック ス

トリームの最初の 8192 バイトでパターン一致が検索されます。 フロー方向が any に設定

されているときは、server-to-client と client-to-server の両方向のフローで最初の 8192

バイトがチェックされます。 セッションの最初の 8192 バイトに攻撃シグネチャが現れるこ

とがわかっている場合は、stream ではなく stream8192 を選択すると、デバイスが監視およ

びキャッシュするトラフィック量が減少し、パフォーマンスが向上します。
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攻撃方向

攻撃の接続方向を指定できます。 （any の代わりに）単一の方向を使用すると、パフォーマン

スが向上し、偽陽性が減少して、検出精度が高くなります。

• クライアントからサーバーへの方向（クライアントからサーバーへのトラフィックでのみ攻

撃を検出する）

• サーバーからクライアントへの方向（サーバーからクライアントへのトラフィックでのみ攻

撃を検出する）

• 任意（両方向で攻撃を検出する）

攻撃パターン

攻撃パターンは、検出する攻撃のシグネチャです。 シグネチャとは、ある攻撃に常に存在する

パターンを指します。その攻撃が存在する場合、シグネチャも存在します。 攻撃パターンを作

成するには、まず攻撃を分析してパターン（コードのセグメント、URL、パケットのヘッダー内

の値など）を発見してから、そのパターンを表す構文表現を作成する必要があります。 また、

パターンを否定することもできます。 パターンを否定するとは、攻撃で定義したパターンが指

定したパターンに一致しない場合に攻撃が一致したものと見なすことを意味します。

注: パターンの否定がサポートされるのはパケット、ライン、およびアプリケーショ

ン ベースのコンテキストのみであり、ストリームおよび正規化ストリームのコンテ

キストではパターンの否定はサポートされません。

プロトコル固有パラメータ

パケットのヘッダーに存在する特定の値やオプションを指定します。 これらのパラメータはプ

ロトコルによって異なります。 カスタム攻撃の定義では、TCP、UDP、ICMP の各プロトコルの

いずれか 1 つのみについてフィールドを指定できます。 とはいうものの、カスタム攻撃の定

義で TCP または UDP とともに IP プロトコル フィールドを定義することもできます。

注: ヘッダー パラメータは、packet または first-packet コンテキストを使用す

る攻撃オブジェクトについてのみ定義できます。 line、stream、stream 256、また

はサービス コンテキストを指定した場合、ヘッダー パラメータは指定できません。

悪質なパケットのオプションやフラグ設定が不明な場合は、すべてのフィールドを空白のまま

にします。そうすると、ヘッダーのすべての内容に対してシグネチャの照合が行われます。

890ページの表110 に、IP プロトコルを使用する攻撃に対して設定できるフィールドとフラグを

示します。
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表110: IP プロトコルのフィールドとフラグ

説明フィールド

サービス タイプの値を指定します。 一般的なサービス タイプは以下

のとおりです。

• 0000 デフォルト

• 0001 コストの最小化

• 0002 信頼性の最大化

• 0003 スループットの最大化

• 0004 遅延の最小化

• 0005 セキュリティの最大化

Type of Service

すべてのヘッダー フィールドとデータ ペイロードを含むパケット内

のバイト数を示す値を指定します。

Total Length

宛先システムがフラグメント化されたパケットの再組み立てに使用す

る一意の値を指定します。

ID

パケットの生存時間（TTL）値を示す 0 ～ 255 の範囲の整数値を指定

します。 この値は、パケットが通過できるデバイスの数を表します。

パケットを処理する各ルーターは TTL を 1 ずつ減らします。TTL が

0 になると、そのパケットは廃棄されます。

Time to Live

使用されるプロトコルを示す値を指定します。Protocol

攻撃元デバイスのソース アドレスを入力します。Source

攻撃対象の宛先アドレスを入力します。Destination

このビットは使用されません。Reserved Bit

このオプションが設定されている場合（1）、そのパケットのフラグメ

ントがまだ残っていることを示します。 設定されていない場合（0）、

これ以上フラグメントがないことを示します。

More Fragments

このオプションが設定されている場合（1）、そのパケットは転送する

ためにフラグメント化できないことを示します。

Don’t Fragment

890ページの表111 に、TCP プロトコルを使用する攻撃に対して設定できるパケット ヘッダーの

フィールドとフラグを示します。

表111: TCP ヘッダーのフィールドとフラグ

説明フィールド

攻撃元デバイスのポート番号を示す値を指定します。Source Port

攻撃対象のポート番号を示す値を指定します。Destination Port

パケットのシーケンス番号を示す値を指定します。 この番号は、デー

タ シーケンス全体に対するデータの位置を識別します。

Sequence Number
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表111: TCP ヘッダーのフィールドとフラグ （続き）

説明フィールド

パケットの ACK 番号を示す値を指定します。 この番号は、次のシー

ケンス番号を識別します。このフィールドをアクティブにするには

ACK フラグを設定する必要があります。

ACK Number

TCP ヘッダーのバイト数を示す値を指定します。Header Length

データ ペイロードのバイト数を示す値を指定します。 SYN、ACK、お

よび FIN パケットでは、このフィールドを空白にする必要がありま

す。

Data Length

TCP ウィンドウ サイズのバイト数を示す値を指定します。Window Size

緊急ポインタを示す値を指定します。 この値は、パケット内のデータ

が緊急であることを示します。このフィールドをアクティブにするに

は URG フラグを設定する必要があります。

Urgent Pointer

緊急フラグが設定されている場合、そのパケットのデータが緊急であ

ることを示します。

URG

確認応答フラグが設定されている場合、これがパケットの受信確認で

あることを示します。

ACK

プッシュ フラグが設定されている場合、受信者はシーケンスの残りの

パケットを待たずに現在のシーケンスの全データを宛先アプリケーショ

ン（ポート番号で識別される）にプッシュする必要があることを示し

ます。

PSH

リセット フラグが設定されている場合、TCP 接続がリセットされ、既

存のシーケンスのパケットがすべて廃棄されます。

RST

SYN フラグが設定されている場合、これが新しいセッションの要求で

あることを示します。

SYN

最終フラグが設定されている場合、パケット転送が完了し、接続を終

了できることを示します。

FIN

この予約ビット（2 ビット中 1 ビット目）は使用されません。R1

この予約ビット（2 ビット中 2 ビット目）は使用されません。R2

891ページの表112 に、UDP プロトコルを使用する攻撃に対して設定できるパケット ヘッダーの

フィールドとフラグを示します。

表112: UDP ヘッダーのフィールドとフラグ

説明フィールド

攻撃元デバイスのポート番号を示す値を指定します。Source Port

攻撃対象のポート番号を示す値を指定します。Destination Port
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表112: UDP ヘッダーのフィールドとフラグ （続き）

説明フィールド

データ ペイロードのバイト数を示す値を指定します。Data Length

892ページの表113 に、ICMP プロトコルを使用する攻撃に対して設定できるパケット ヘッダー

のフィールドとフラグを示します。

表113: ICMP ヘッダーのフィールドとフラグ

説明フィールド

要求または応答パケットの機能を識別する 1 次コードを示す値を指定

します。

ICMP Type

ある特定のタイプにおける要求または応答パケットの機能を識別する

2 次コードを示す値を指定します。

ICMP Code

パケットのシーケンス番号を示す値を指定します。 この番号は、シー

ケンス全体に対する要求または応答パケットの位置を識別します。

Sequence Number

識別番号を示す値を指定します。 識別番号は、宛先システムが要求パ

ケットと応答パケットを関連付けるために使用する一意の値です。

ICMP ID

データ ペイロードのバイト数を示す値を指定します。Data Length

シグネチャ攻撃定義のサンプル

シグネチャ攻撃定義のサンプルを以下に示します。

<Entry>

<Name>sample-sig</Name>

<Severity>Major</Severity>

<Attacks><Attack>

<TimeBinding><Count>2</Count>

<Scope>dst</Scope></TimeBinding>

<Application>FTP</Application>

<Type>signature</Type>

<Context>packet</Context>

<Negate>true</Negate>

<Flow>Control</Flow>

<Direction>any</Direction>

<Headers><Protocol><Name>ip</Name>

<Field><Name>ttl</Name>

<Match>==</Match><Value>128</Value></Field>

</Protocol><Name>tcp</Name>

<Field><Name><Match>&lt;</Match>

<value>1500</Value>

</Field></Protocol></Headers>

</Attack></Attacks>

</Entry>
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攻撃プロパティ（プロトコル アノーマリ攻撃）

プロトコル アノーマリ攻撃オブジェクトは、プロトコル仕様（RFC および共通 RFC 拡張）に

違反する未知の攻撃または高度な攻撃を検出します。 新しいプロトコル アノーマリを作成す

ることはできませんが、定義済みのプロトコル アノーマリが検出されたときにデバイスがそれ

をどのように処理するかを制御する新しい攻撃オブジェクトを構成することは可能です。

注: プロトコル アノーマリ攻撃では、サービスまたはアプリケーション バインディ

ングは必須フィールドです。

プロトコル アノーマリ攻撃に固有のプロパティは以下のとおりです。 アノーマリ攻撃定義を

構成する場合、攻撃方向とテスト条件は必須フィールドです。

攻撃方向

攻撃方向では、攻撃の接続方向を指定できます。 （any の代わりに）単一の方向を使用する

と、パフォーマンスが向上し、偽陽性が減少して、検出精度が高くなります。

• クライアントからサーバーへの方向（クライアントからサーバーへのトラフィックでのみ攻

撃を検出する）

• サーバーからクライアントへの方向（サーバーからクライアントへのトラフィックでのみ攻

撃を検出する）

• 任意（両方向で攻撃を検出する）

テスト条件

テスト条件は、アノーマリ攻撃のために照合する条件です。 Juniper Networks は、いくつか

の定義済みテスト条件をサポートしています。 以下の例では、メッセージが長すぎることをテ

スト条件としています。 メッセージのサイズが、このテスト条件に対して事前構成された値よ

りも長い場合、攻撃が一致したものと見なされます。

<Attacks>

<Attack>

<Type>anomaly</Type>

...

<Test>MESSAGE_TOO_LONG</Test>

<Value>yes</Value>

...

</Attack>

</Attacks>

プロトコル アノーマリ攻撃定義のサンプル

プロトコル アノーマリ攻撃定義のサンプルを以下に示します。

<Entry>

<Name>sample-anomaly</Name>

<Severity>Info</Severity>

<Attacks><Attack>

<TimeBinding><Count>2</Count>

<Scope>peer</Scope></TimeBinding>

<Application>TCP</Application>
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<Type>anomaly</Type>

<Test>OPTIONS_UNSUPPORTED</Test>

<Direction>any</Direction>

</Attack></Attacks>

</Entry>

攻撃プロパティ（複合またはチェーン攻撃）

複合またはチェーン攻撃オブジェクトは、複数の方法を使用して脆弱性に付け込む攻撃を検出

します。 このオブジェクトは複数のシグネチャまたはプロトコル アノーマリを組み合わせて

単一の攻撃オブジェクトにしたもので、トラフィックを複合攻撃オブジェクトに含まれるすべ

てのシグネチャおよびアノーマリのパターンと照合して攻撃を識別します。 シグネチャまたは

アノーマリを組み合わせてその一致順序を指定することにより、トラフィックを攻撃として識

別するための必要条件となるイベントについて非常に具体的に指定できます。

複合攻撃には少なくとも 2 つのメンバー（攻撃）を指定する必要があります。 最大 32 のメ

ンバーを含めることが可能です。 メンバーとして指定できるのはシグネチャ攻撃とアノーマリ

攻撃のどちらかです。

複合攻撃に固有のプロパティは以下のとおりです。

スコープ

スコープを使用して、攻撃を単一セッション内で照合するか、または単一セッション内の複数

のトランザクションにわたって照合するかを指定できます。 指定したサービスが単一セッショ

ン内の複数のトランザクションをサポートしている場合、単一セッション内で照合を行うか、

または単一セッション内の複数のトランザクションにわたって照合を実行できるかも指定でき

ます。

• session を指定すると、同一セッション内でオブジェクトが複数回照合されます。

• transaction を選択すると、同一セッション内で発生する複数のトランザクションにわたっ

てオブジェクトが照合されます。

順序

複合攻撃オブジェクトに含まれるシグネチャまたはプロトコル アノーマリの各メンバーが指定

した順序で一致した場合にのみ攻撃と見なす場合は、順序付き一致を使用します。 順序付き一

致を指定しない場合でも、複合攻撃オブジェクトのすべてのメンバーが一致する必要がありま

すが、攻撃パターンまたはプロトコル アノーマリがどのような順序で攻撃に出現してもかまい

ません。

リセット

同一セッション内で攻撃が検出されるたびに新しいログが生成されることを指定します。 この

フィールドが no に設定されている場合、その攻撃は 1 つのセッションについて 1 回だけロ

グに記録されます。

式（論理式）

論理式フィールドを使用すると、順序付き一致機能は無効になります。 論理式フィールドで

は、メンバー名またはメンバー インデックス プロパティを使用します。 以下の 3 つの論理

演算子とカッコがサポートされています。カッコは優先順位を指定するのに役立ちます。

• or—メンバー名パターンのいずれかに一致した場合、その式は一致したものと見なされます。
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• and—メンバー名パターンの両方に一致した場合、その式は一致したものと見なされます。 メ

ンバーの順序は関係ありません。

• oand（順序付き and）—メンバー名パターンの両方に一致し、なおかつ各メンバーが論理式と

同じ順序で現れた場合に、その式は一致したものと見なされます。

たとえば、s1 ～ s5 の 5 つのシグネチャ メンバーを作成したとします。 この攻撃には必ず

パターン s1 が含まれ、その後に s2 または s3 のどちらかが続くことがわかっています。 さ

らに、この攻撃には s4 と s5 が必ず含まれますが、それらのパターンが攻撃内のどの場所に

現れるかは一定でないこともわかっています。 この場合は、次の論理式を作成できます。((s1

oand s2) or (s1 oand s3)) and (s4 and s5)

注: カスタム攻撃の定義では、順序付き一致と式のどちらか一方を定義できます（両

方とも定義することはできません）。

メンバー インデックス

メンバー インデックスは、チェーン攻撃でメンバー（攻撃）を一意に識別するために指定しま

す。 以下の例では、定義した式でメンバー m01 と m02 を識別するためにメンバー インデック

スを使用しています。

<Expression>m02 AND m01</Expression>

<Order>no</Order>

<Reset>no</Reset>

<ScopeOption/>

<Members>

<Attack>

<Member>m01</Member>

<Type>Signature</Type>

...

<Pattern><!CDATA[.*/getlatestversion]]></Pattern>

<Regex/>

</Attack>

<Attack><Member>m02</Member>

<Type>Signature</Type>

...

<Pattern><!CDATA[\[Skype\'.*]]></Pattern>

<Regex/>

</Attack>

<Attack>

注: 式を定義するときは、すべてのメンバーに対してメンバー インデックスを指定

する必要があります。

複合攻撃定義のサンプル

複合攻撃定義のサンプルを以下に示します。

<Entry>

<Name>sample-chain</Name>

<Severity>Critical</Severity>
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<Attacks><Attack>

<Application>HTTP</Application>

<Type>Chain</Type>

<Order>yes</Order>

<Reset>yes</Reset>

<Members><Attack>

<Type>Signature</Type>

<Context>packet</Context>

<Pattern><![CDATA[Unknown[]></Pattern>

<Flow>Control</Flow>

<Direction>cts</Direction>

</Attack><Attack>

<Type>anomaly</Type>

<Test>CHUNK_LENGTH_OVERFLOW</Test>

<Direction>any</Direction>

</Attack></Members>

</Attack></Attacks>

</Entry>

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 928ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトおよびオブジェクト グループについて

• 896ページのIDP プロトコル デコーダについて

• 901ページのIDP シグネチャベース攻撃について

• 905ページのIDP プロトコル アノーマリベース攻撃について

IDP プロトコル デコーダ

• IDP プロトコル デコーダについて 896ページ

• 例: IDP プロトコル デコーダの構成 897ページ

• 複数の IDP 検出器のサポートについて 898ページ

IDP プロトコル デコーダについて

プロトコル デコーダは、アノーマリを探して RFC 標準が満たされているかどうかを確認する

ことによってプロトコルの完全性とプロトコル コンテキスト情報をチェックするために、侵入

検出および防止（IDP）によって使用されます。 アノーマリはプロトコルのどの部分でも（た

とえばヘッダー、メッセージ本体、またはその他の、該当プロトコルの RFC 標準から逸脱した

個別フィールドなどで）起こり得ます。 たとえば SMTP では、SMTP MAIL TO が SMTP HELO よ

りも前にある場合、それは SMTP プロトコルのアノーマリです。

プロトコル コンテキスト情報が使用可能な場合、プロトコル デコーダはそれらのコンテキス

ト内で攻撃をチェックします。 たとえば SMTP では、電子メールが user@company.com に送信

される場合、user@company.com がコンテキスト情報で、SMTP MAIL TO がコンテキストです。

プロトコル デコーダは、攻撃検出のためにパケット全体ではなくプロトコル コンテキスト

データを使用することで、全体的なパフォーマンスと精度を向上させます。
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構成されているポリシーに、SMTP のプロトコル デコーダ チェックに一致するルールが含まれ

る場合、そのルールが作動し、適切なアクションが実行されます。

IDP モジュールには構成済みプロトコル デコーダのセットが付属しています。 これらのプロ

トコル デコーダには、各デコーダが実行するプロトコル固有の各種コンテキスト チェックに

関するデフォルト設定が含まれます。 これらのデフォルト設定をそのまま使用できるほか、デ

フォルト設定をサイトに固有のニーズに合わせて調整することもできます。 使用可能なプロト

コル デコーダの一覧を表示するには、次のコマンドを入力します。

user@host # show security idp sensor-configuration detector protocol-name ?

現在のプロトコル デコーダのセットとそのデフォルト コンテキスト値の詳細を確認するには、

デバイスの /var/db/idpd/sec-download フォルダにある detector-capabilities.xml ファイ

ルを表示します。 新しいセキュリティ パッケージをダウンロードすると、最新のプロトコル

とデフォルトのデコーダ コンテキスト値の一覧を含むこのファイルも入手できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 880ページのカスタム攻撃オブジェクトについて

• 905ページのIDP プロトコル アノーマリベース攻撃について

• 898ページの複数の IDP 検出器のサポートについて

• 901ページのIDP シグネチャベース攻撃について

• 897ページの例: IDP プロトコル デコーダの構成

例: IDP プロトコル デコーダの構成

この例では、調整可能な IDP プロトコル デコーダを構成する方法を示します。

要件

始める前に、IDP プロトコル デコーダの機能を確認します。 896ページの「「IDP プロトコル

デコーダについて」」を参照してください。

概要

Junos IDP モジュールには構成済みプロトコル デコーダのセットが付属しています。 これら

のプロトコル デコーダには、各デコーダが実行するプロトコル固有の各種コンテキスト チェッ

クに関するデフォルト設定が含まれます。 これらのデフォルト設定をそのまま使用できるほ

か、デフォルト設定をサイトに固有のニーズに合わせて調整することもできます。 この例で

は、FTP のプロトコル デコーダを調整する方法を示します。

構成

ステップごとの手順 調整可能な IDP プロトコル デコーダを構成するには、以下の手順に従います。

1. 調整可能なパラメータを持つプロトコルの一覧を表示します。

[edit]

user@host# edit security idp sensor-configuration detector protocol-name FTP

2. FTP プロトコルの調整可能なパラメータを構成します。
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[edit security idp sensor-configuration-detector protocol-name FTP]

user@host# set tunable-name sc_ftp_failed_logins tunable-value 4

user@host# set tunable-name sc_ftp_failed_flags tunable value 1

user@host# set tunable-name sc_ftp_line_length tunable-value 1024

user@host# set tunable-name sc_ftp_password_length tunable-value 64

user@host# set tunable-name sc_ftp_sitestring_length tunable-value 512

user@host# set tunable-name sc_ftp_username_length tunable-value 32

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security idp status コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 898ページの複数の IDP 検出器のサポートについて

• 901ページのIDP シグネチャベース攻撃について

複数の IDP 検出器のサポートについて

新しいセキュリティ パッケージを受け取ると、その中に攻撃定義と検出器が含まれます。 ど

のバージョンのセキュリティ パッケージでも、攻撃定義はパッケージに含まれる検出器の機能

に対応します。 ポリシー エージングがデバイスで無効になっている場合は（ポリシー エージ

ング コマンドについては、 reset-on-policy コマンドを『 Junos OS CLI Reference 』で参

照）、ある特定の時点で 1 つのポリシーだけが有効になります。 しかし、ポリシー エージン

グが有効で、ポリシーの更新が存在する場合、新しいポリシーがロードされるときに既存のポ

リシーはアンロードされません。 したがって、両方のポリシーがデバイスで有効になります。

この場合、既存のセッションはすべて引き続き既存のポリシーで検査され、新しいセッション

は新しいポリシーで検査されます。 古いポリシーを使用した既存のセッションがすべて終了す

るか、それらのセッションの有効期限が切れると、古いポリシーはアンロードされます。

ポリシーがロードされるとき、そのポリシーは検出器に関連付けられます。 ロードされる新し

いポリシーに関連付けられる検出器が、既存のポリシーがすでに使用している検出器と一致す

る場合、新しい検出器はロードされず、両方のポリシーに単一の検出器が関連付けられます。

しかし、新しい検出器が現在の検出器と一致しない場合は、新しい検出器が新しいポリシーと

ともにロードされます。 この場合、ロードされた各ポリシーはそれぞれ固有の検出器を使用し

て攻撃を検出します。

ある特定の時点で最大 2 つの検出器をロードできます。 （2 つ以上のポリシーによって）す

でに 2 つの検出器がロードされている場合に新しいポリシーのロードが発生し、さらに新しい

検出器のロードが必要になったときには、少なくとも 1 つのロード済み検出器をアンロードし

ない限り、新しい検出器はロードできません。 検出器がアンロードされる前に、対応する検出

器を使用するすべてのポリシーもアンロードされます。

現在のポリシーとそれに対応する検出器のバージョンを表示するには、次のコマンドを入力し

ます。

user@host> show security idp status
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 896ページのIDP プロトコル デコーダについて

• 897ページの例: IDP プロトコル デコーダの構成

• 901ページのIDP シグネチャベース攻撃について

IDP コンテンツ解凍

• コンテンツ解凍について 899ページ

• 例: IDP コンテンツ解凍の構成 900ページ

コンテンツ解凍について

HTTP などのアプリケーション プロトコルでは、コンテンツを圧縮してからネットワークを通

じて送信できます。 シグネチャ パターンはエンコードされていないトラフィック データに一

致するよう記述されているため、圧縮されたコンテンツにはパターンは一致しません。 この場

合、IDP 検出が回避されます。 HTTP 圧縮コンテンツでの IDP 検出回避を避けるため、プロト

コル コンテンツを解凍する IDP サブモジュールが追加されました。 シグネチャ パターンと

の照合は解凍されたコンテンツに対して行われます。

すべての IPS カウンタ値のステータスを表示するには、次のコマンドを入力します。

user@host> show security idp counters ips

攻撃の中には圧縮されたコンテンツを介して機能するものがあります。 コンテンツが解凍され

ると巨大なサイズになって貴重なシステム リソースを占有し、その結果サービス拒否に至る場

合があります。 この種の攻撃は、解凍データ サイズと圧縮データ サイズの比によって認識で

きます。 content-decompress-ratio-over-limit カウンタは、この比を超えた回数を識別しま

す。 デフォルトの比は標準的な環境に適合しています。 ただし場合によっては、

content-decompress-ratio-over-limit 値を再設定してこの比を調整しなければならないことが

あります。 ただし、比を高くするほどこの種の攻撃が検出される可能性が低くなることに留意

してください。

content-decompress-memory-over-limit カウンタは、解凍されたデータ量が割り当てメモリを

超えた回数を識別します。 デフォルトのメモリ割り当ては、平均的な数のセッションが同時に

解凍を必要とする場合を想定して、セッションあたり 33 KB になっています。 この値が自社

の環境に適合しているかどうかを判断するには、解凍に関連するカウンタの値とデバイスを通

過する IDP セッションの総数を分析し、同時に解凍を必要とするセッションの数を推定しま

す。 これらの各セッションがそれぞれ解凍に 33 KB のメモリを必要とすると仮定して、推定

したニーズをデフォルト値と比較します。 必要であれば、max-memory-kb 値を再設定してメモ

リ割り当てを調整できます。 コンテンツ解凍は必要なメモリ割り当て量が大きいため、解凍の

最大メモリ割り当てを増やすとシステム パフォーマンスが影響を受けます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 896ページのIDP プロトコル デコーダについて

• 897ページの例: IDP プロトコル デコーダの構成
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例: IDP コンテンツ解凍の構成

この例では、IDP コンテンツ解凍を構成する方法を示します。

• 要件 900ページ

• 概要 900ページ

• 構成 900ページ

• 確認 900ページ

要件

始める前に、IDP コンテンツ解凍の機能を確認します。 899ページの「「コンテンツ解凍につい

て」」を参照してください。

概要

解凍機能はデフォルトでは無効になっています。 この例では、検出器を有効にし、最大メモリ

を 50,000 キロバイトに設定して、最大解凍比を 16:1 に設定します。

注: 解凍を有効にすると、デバイスのパフォーマンスが低下します。

構成

ステップごとの手順 IDP コンテンツ解凍を構成するには、以下の手順に従います。

1. 検出器を有効にします。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration detector protocol-name HTTP

tunable-name sc_http_compress_inflating tunable-value 1

注: 検出器を無効にするには、tunable-value を 0 に設定します。

2. 必要に応じて、最大メモリをキロバイト単位で変更します。

[edit security idp]

user@host# set sensor-configuration ips max-memory-kb 50000

3. 必要に応じて、最大解凍比を構成します。

[edit security idp]

user@host# set sensor-configuration ips content-decompression-max-ratio 16

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security idp status ips コマンドを入力

します。 content-decompress カウンタに解凍処理の統計情報が示されます。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 896ページのIDP プロトコル デコーダについて

• 897ページの例: IDP プロトコル デコーダの構成

IDP シグネチャベース攻撃

• IDP シグネチャベース攻撃について 901ページ

• 例: IDP シグネチャベース攻撃の構成 902ページ

IDP シグネチャベース攻撃について

カスタム攻撃オブジェクトを構成するには、その固有の名前を指定してから、追加情報を指定

します。追加情報を指定しておくと、作成した攻撃オブジェクトの検索や維持管理が容易にな

ります。

攻撃オブジェクト定義の一部のプロパティ（攻撃名、重大度レベル、サービスまたはアプリケー

ション バインディング、時間バインディング、プロトコルまたはポート バインディングなど）

はすべてのタイプの攻撃に共通です。 その他に、ある攻撃タイプに固有で、その特定の攻撃定

義にのみ使用できるフィールドもあります。

シグネチャ攻撃オブジェクトは、ステートフル攻撃シグネチャ（攻撃の特定のセクションに常

に存在するパターン）を使用して既知の攻撃を検出します。 シグネチャ攻撃オブジェクトに

は、攻撃の実行に使用されるプロトコルまたはサービスと、攻撃のコンテキストも含まれます。

次のプロパティはシグネチャ攻撃に固有であり、シグネチャ攻撃を構成するときに設定できま

す。攻撃コンテキスト、攻撃方向、攻撃パターン、プロトコル固有パラメータ（TCP、UDP、

ICMP、IP ヘッダー フィールド）。

シグネチャベース攻撃を構成するときは、以下の点に留意してください。

• シグネチャ攻撃の定義では、攻撃コンテキストと攻撃方向は必須フィールドです。

• パターンの否定がサポートされるのはパケット、ライン、およびアプリケーションベースの

コンテキストのみであり、ストリームおよび正規化ストリームのコンテキストではパターン

の否定はサポートされません。

• プロトコル固有パラメータを構成するときは、IP、TCP、UDP、ICMP の各プロトコルのいずれ

か 1 つのみについてフィールドを指定できます。

• プロトコル バインディングを構成するときは、IP、ICMP、TCP、UDP、RPC、アプリケーショ

ンのいずれか 1 つのみを指定できます。

• IP—プロトコル番号は必須フィールドです。

• TCP および UDP—単一ポート（minimum-port）またはポート範囲（minimum-port と

maximum-port）のどちらかを指定できます。 ポートを指定しない場合は、デフォルト値が

使用されます（0 ～ 65535）。

• RPC—プログラム番号は必須フィールドです。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 880ページのカスタム攻撃オブジェクトについて

• 928ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトおよびオブジェクト グループについて

• 896ページのIDP プロトコル デコーダについて

• 902ページの例: IDP シグネチャベース攻撃の構成

• 905ページの例: IDP プロトコル アノーマリベース攻撃の構成

例: IDP シグネチャベース攻撃の構成

この例では、シグネチャベース攻撃オブジェクトを作成する方法を示します。

• 要件 902ページ

• 概要 902ページ

• 構成 903ページ

• 確認 904ページ

要件

始める前に、ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

概要

この例では、sig1 という名前のシグネチャ攻撃を作成し、以下のプロパティを割り当てます。

• 推奨アクション（drop packet）—一致するパケットが宛先に到達する前にそのパケットをド

ロップしますが、接続は閉じません。

• 時間バインディング—スコープを source に、カウントを 10 に、それぞれ設定します。 ス

コープが source の場合は、同じソースからの攻撃がすべてカウントされ、攻撃回数が指定

したカウント（10）に達すると攻撃がログに記録されます。 この例では、同じソースからの

攻撃が 10 回検出されるたびに攻撃がログに記録されます。

• 攻撃コンテキスト（packet）—攻撃パターンをパケット内で照合します。

• 攻撃方向（any）—クライアントからサーバーへのトラフィックとサーバーからクライアント

へのトラフィックの両方で攻撃を検出します。

• プロトコル（TCP）—TTL 値を 128 に指定します。

• シェルコード（Intel）—Intel プラットフォームのシェルコードを検出するフラグを設定し

ます。

• プロトコル バインディング—TCP プロトコルとポート 50 ～ 100 を指定します。

シグネチャベース攻撃オブジェクトの構成が完了したら、その攻撃を IDP ポリシー ルールの

一致基準として指定します。 861ページの「「例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義」」

を参照してください。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security idp custom-attack sig1 severity major

set security idp custom-attack sig1 recommended-action drop-packet

set security idp custom-attack sig1 time-binding scope source count 10

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature context packet

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature shellcode intel

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature protocol ip ttl value 128 match

equal

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature protocol-binding tcp minimum-port

50 maximum-port 100

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature direction any

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

シグネチャベース攻撃オブジェクトを作成するには、以下の手順に従います。

1. 攻撃の名前を指定します。

[edit]

user@host# edit security idp custom-attack sig1

2. 攻撃の共通プロパティを指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set severity major

user@host# set recommended-action drop-packet

user@host# set time-binding scope source count 10

3. 攻撃のタイプとコンテキストを指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature context packet

4. 攻撃方向とシェルコード フラグを指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature shellcode intel

5. プロトコルとそのフィールドを設定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature protocol ip ttl value 128 match equal

6. プロトコル バインディングとポートを指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature protocol-binding tcp minimum-port 50 maximum-port

100

7. 方向を指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature direction any
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結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security idp

custom-attack sig1 {

recommended-action drop-packet;

severity major;

time-binding {

count 10;

scope source;

}

attack-type {

signature {

protocol-binding {

tcp {

minimum-port 50 maximum-port 100;

}

}

context packet;

direction any;

shellcode intel;

protocol {

ip {

ttl {

match equal;

value 128;

}

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認します。

• 構成の確認 904ページ

構成の確認

目的 シグネチャベース攻撃オブジェクトが作成されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 901ページのIDP シグネチャベース攻撃について

• 880ページのカスタム攻撃オブジェクトについて
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• 928ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトおよびオブジェクト グループについて

• 896ページのIDP プロトコル デコーダについて

• 905ページの例: IDP プロトコル アノーマリベース攻撃の構成

IDP プロトコル アノーマリベース攻撃

• IDP プロトコル アノーマリベース攻撃について 905ページ

• 例: IDP プロトコル アノーマリベース攻撃の構成 905ページ

IDP プロトコル アノーマリベース攻撃について

プロトコル アノーマリ攻撃オブジェクトは、プロトコル仕様（RFC および共通 RFC 拡張）に

違反する未知の攻撃または高度な攻撃を検出します。 新しいプロトコル アノーマリを作成す

ることはできませんが、定義済みのプロトコル アノーマリが検出されたときにデバイスがそれ

をどのように処理するかを制御する新しい攻撃オブジェクトを構成することは可能です。

プロトコル アノーマリ攻撃に固有のプロパティは以下のとおりです。

• 攻撃方向

• テスト条件

プロトコル アノーマリベース攻撃を構成するときは、以下の点に留意してください。

• プロトコル アノーマリ攻撃では、サービスまたはアプリケーション バインディングは必須

フィールドです。 サポートされているアプリケーションに加えて、サービスには IP、TCP、

UDP、ICMP、RPC も含まれます。

• アノーマリ攻撃定義を構成する場合、攻撃方向プロパティとテスト条件プロパティは必須

フィールドです。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 896ページのIDP プロトコル デコーダについて

• 880ページのカスタム攻撃オブジェクトについて

• 928ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトおよびオブジェクト グループについて

• 905ページの例: IDP プロトコル アノーマリベース攻撃の構成

例: IDP プロトコル アノーマリベース攻撃の構成

この例では、プロトコル アノーマリベース攻撃オブジェクトを作成する方法を示します。

• 要件 906ページ

• 概要 906ページ

• 構成 906ページ

• 確認 907ページ
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要件

始める前に、ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

概要

この例では、anomaly1 という名前のプロトコル アノーマリ攻撃を作成し、以下のプロパティ

を割り当てます。

• 時間バインディング—指定した回数の、セッションのソースおよび宛先 IP アドレス間のア

ノーマリを検出するため、スコープを peer に、カウントを 2 に、それぞれ設定します。

• 重大度（info）—条件に一致する攻撃についての情報を提供します。

• 攻撃方向（any）—クライアントからサーバーへのトラフィックとサーバーからクライアント

へのトラフィックの両方で攻撃を検出します。

• サービス（TCP）—TCP サービスを使用した攻撃に一致します。

• テスト条件（OPTIONS_UNSUPPORTED）—特定の定義済みテスト条件に一致します。 この例で

は、攻撃にサポート外のオプションが含まれている場合にテスト条件に一致します。

• シェルコード（sparc）—Sparc プラットフォームのシェルコードを検出するフラグを設定し

ます。

プロトコル アノーマリベース攻撃オブジェクトの構成が完了したら、その攻撃を IDP ポリシー

ルールの一致基準として指定します。 861ページの「「例: IDP IPS ルールベース用のルールの

定義」」を参照してください。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security idp custom-attack anomaly1 severity info

set security idp custom-attack anomaly1 time-binding scope peer count 2

set security idp custom-attack anomaly1 attack-type anomaly test OPTIONS_UNSUPPORTED

set security idp custom-attack sa

set security idp custom-attack sa attack-type anomaly service TCP

set security idp custom-attack sa attack-type anomaly direction any

set security idp custom-attack sa attack-type anomaly shellcode sparc

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

プロトコル アノーマリベース攻撃オブジェクトを作成するには、以下の手順に従います。

1. 攻撃の名前を指定します。

[edit]

user@host# edit security idp custom-attack anomaly1

2. 攻撃の共通プロパティを指定します。
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[edit security idp custom-attack anomaly1]

user@host# set severity info

user@host# set time-binding scope peer count 2

3. 攻撃タイプとテスト条件を指定します。

[edit security idp custom-attack anomaly1]

user@host# set attack-type anomaly test OPTIONS_UNSUPPORTED

4. アノーマリ攻撃のその他のプロパティを指定します。

[edit security idp custom-attack anomaly1]

user@host# set attack-type anomaly service TCP

user@host# set attack-type anomaly direction any

user@host# attack-type anomaly shellcode sparc

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security idp

custom-attack anomaly1 {

severity info;

time-binding {

count 2;

scope peer;

}

attack-type {

anomaly {

test OPTIONS_UNSUPPORTED;

service TCP;

direction any;

shellcode sparc;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 構成の確認 907ページ

構成の確認

目的 プロトコル アノーマリベース攻撃オブジェクトが作成されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI Reference•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 905ページのIDP プロトコル アノーマリベース攻撃について
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• 931ページの例: IDP シグネチャ データベースの手動更新

• 934ページの例: シグネチャ データベースの自動更新

特定のプロトコルの IDP テスト条件の一覧表示

IDP カスタム攻撃を構成するとき、特定のプロトコルのテスト条件を一覧表示できます。 ICMP

のテスト条件を一覧表示するには、以下の手順に従います。

1. ICMP のサポートされているテスト条件を一覧表示し、構成に使用するテスト条件を選択し

ます。 サポートされているテスト条件は、CLI の [edit security idp custom-attack test1

attack-type anomaly] 階層レベルで表示できます。

user@host#set test icmp?

Possible completions:

<test> Protocol anomaly condition to be checked

ADDRESSMASK_REQUEST

DIFF_CHECKSUM_IN_RESEND

DIFF_CHECKSUM_IN_RESPONSE

DIFF_LENGTH_IN_RESEND

2. テスト条件を構成する対象のサービスを構成します。

user@host# set service ICMP

3. テスト条件を構成します（プロトコル名を指定する必要はありません）。

user@host# set test ADDRESSMASK_REQUEST

4. デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 905ページのIDP プロトコル アノーマリベース攻撃について

• 905ページの例: IDP プロトコル アノーマリベース攻撃の構成
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第25章

アプリケーションレベル分散サービス拒否

• IDP アプリケーションレベル DDoS 攻撃の概要 909ページ

• IDP アプリケーションレベル DDoS 防御の概要 909ページ

• 例: アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御の有効化 914ページ

• アプリケーションレベル DDoS 統計レポートについて 919ページ

• 例: アプリケーションレベル DDoS 統計レポートの構成 921ページ

IDP アプリケーションレベル DDoS 攻撃の概要

アプリケーションレベル DDoS 攻撃の目的は、DNS サーバーや HTTP サーバーなどの標的サー

バーを過負荷状態にして、意図するサービスを実行できないようにすることです。 そのため

に、悪質なボット クライアント（スプーフィングされた IP アドレスを使用することが多い）

から大量のアプリケーション要求が発行されます。

アプリケーションレベル DDoS 攻撃は、従来のレイヤー 3 およびレイヤー 4 DDoS 攻撃（SYN

フラッドなど）とは異なります。 レイヤー 3 およびレイヤー 4 の観点から見ると、この攻撃

は正当なトランザクションのように見えます。 従来のレイヤー 3 およびレイヤー 4 DDoS へ

の対策は、これらの攻撃を拒否するのではなくレート制限するだけであり、アプリケーション

トランザクション自体は開始されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 859ページのIDP アプリケーションレベル DDoS ルールベースについて

• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 防御の概要

• 914ページの例: アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御の有効化

IDP アプリケーションレベル DDoS 防御の概要

• アプリケーションレベル DDoS モジュールについて 910ページ

• アプリケーションレベル DDoS 定義について 911ページ

• アプリケーションレベル DDoS ルールについて 912ページ

• アプリケーションレベル DDoS IP アクションについて 913ページ

• アプリケーションレベル DDoS セッション アクションについて 914ページ
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アプリケーションレベル DDoS モジュールについて

アプリケーションレベル分散サービス拒否（アプリケーションレベル DDoS）IDP モジュール

は、アプリケーションレベル メトリックを使用して、正常なアプリケーション要求と悪質なア

プリケーション要求を区別します。 さらに、攻撃元のソース アドレスを特定し、それらの要

求をドロップまたは拒否できます。 ユーザーが構成したアプリケーションしきい値に基づき、

クライアント アプリケーション トランザクションが定義したしきい値を超えると、攻撃元ク

ライアント アドレスからのトラフィックに対してセッション アクションと IP アクションが

実行されます。 この機能により、DNS および HTTP アプリケーションレベル DDoS 攻撃から

サーバーが保護されます。

悪質なボット クライアントを特定するため、特定のトラフィックを監視する rulebase-ddos

を含むポリシーを作成し、アプリケーションレベル DDoS アプリケーション メトリックとしき

い値を定義してそのトラフィックを監視します。 しきい値を超えると、アプリケーション サー

バーを守るため、定義したアクションがクライアントに対して実行されます。

IDP は接続監視からプロトコル分析、ボット クライアント分類への多段階分析を実行し、保護

する各サーバーの状態を維持します。 アプリケーションレベル DDoS アプリケーション定義で

connection-rate-threshold を構成して、接続レートを監視できます。 接続しきい値レートを

超えると、内容をさらに詳しく検査するためプロトコル分析に移行し、アプリケーション トラ

ンザクションに関する統計データが維持されます。 アプリケーションレベル DDoS 攻撃はヘ

ビー ヒッターとランダム ヒッターに分類できます。 ヘビー ヒッターは、存在しないドメイ

ン名を繰り返し問い合わせるなど、同一のアプリケーション トランザクションを高速に繰り返

し実行します。 ランダム ヒッターは、要求ごとに異なるランダムなドメイン名を問い合わせ

るなど、ランダムなアプリケーション トランザクションを実行します。 ヘビー ヒッターを検

出するにはコンテキスト value-hit-rate-threshold を構成し、ランダム ヒッターを検出する

にはコンテキスト hit-rate-threshold を構成します。 どちらかのしきい値を超えると、IDP

はボット クライアント分類段階に移行します。この段階では、ユーザーが構成した time-binding

しきい値に基づき、アプリケーション トランザクションをクライアント単位で追跡します。

良性のクライアントは同一のトランザクションを繰り返し実行することはありませんが、悪質

なボット クライアントはこれを実行します。 time-binding しきい値を超えると、特定された

ボット クライアントが、構成された IP アクションおよびセッション アクションによってブ

ロックされます。

また、exclude-context-values で正規表現のリストを構成し、ある特定のコンテキスト値をア

プリケーションレベル DDoS 処理から除外することもできます。 たとえば、ドメイン名

google.com の DNS クエリーなど、有名なリソースの要求はしばしばヒット コンテキストしき

い値を超えることがあり、除外機能はこのようなケースに役立ちます。

プロトコル分析段階では、コンテキスト hit-rate-threshold と value-hit-rate-threshold

の間隔としてデフォルトの 60 秒が使用されます。 たとえば、value-hit-rate しきい値を

10,000 に設定した場合は、60 秒間に 10,000 ヒットの制限を超えるかどうかが監視されます。

IDP はまた、状態間のスラッシングを避けるため、状態移行のヒステリシスも使用します。 デ

フォルトでは、移行前の状態に戻るために、構成された接続およびコンテキストしきい値から

20% 低い制限が使用されます。 たとえば、 コンテキスト value-hit-rate-threshold を 10,000

に設定した場合、同一コンテキスト値のヒット数が 60 秒間に 10,000 回に達すると、プロト

コル分析からボット クライアント分類に状態が移行し、60 秒間のヒット数が 8000 回を下回っ

て初めて移行前の状態に戻ります。
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良性のクライアントと悪質なボット クライアントを区別することは不可欠なので、

application-ddos 定義で time-binding しきい値を構成することを推奨します。 ただし、

time-binding しきい値を定義していない場合、ボット クライアント分類は行われません。 こ

の場合、アプリケーション トランザクションがコンテキストしきい値を超えると、構成された

IP アクションとセッション アクションが実行されます。 ボット クライアント分類が行われ

ない場合、良性のクライアントが保護サーバーに要求を発行したときに拒否される可能性があ

ります。

アプリケーションレベル DDoS 状態は、現在のポリシーについてのみ維持されます。 詳細につ

いては、898ページの「「複数の IDP 検出器のサポートについて」」で説明されているポリシー

エージングを参照してください。 古いポリシーを使用したセッションのトラフィックでは、ア

プリケーションレベル DDoS は検査されません。 新しいポリシーがロードされた場合、各保護

サーバーのアプリケーションレベル DDoS 状態は再学習されます。

アプリケーションレベル DDoS 定義について

構成できる application-ddos は保護サーバーごとに 1 つだけです。 ただし、固有の

destination-address、to-zone、またはその両方を含む 2 つ以上のルールで同じ

application-ddos 定義を使用することにより、同じ application-ddos しきい値によって 2

つ以上のサーバーを保護できます。

911ページの表114 に、application-ddos に対して設定できるパラメータを示します。 『Junos

OS CLI Reference』を参照してください。

注: アプリケーションレベル サービス拒否（アプリケーションレベル DDoS）検出

は、異なるアプリケーションレベル DDoS アプリケーションが指定された 2 つの

ルールが単一の宛先アプリケーション サーバーへのトラフィックを処理する場合に

は機能しません。 ある 1 つのアプリケーション サーバー宛てのトラフィックを複

数のルールによって処理することは可能ですが、アプリケーションレベル DDoS ルー

ルを設定するときは、2 つの異なる application-ddos オブジェクトを持つ

rulebase-ddos ルールを構成しないように注意してください。 基本的に、保護する

アプリケーション サーバーごとに、1 つの保護サーバー宛てのトラフィックが 1

つのアプリケーションレベル DDoS ルールのみにヒットするよう、アプリケーショ

ンレベル DDoS ルールを構成する必要があります。

アプリケーションレベル DDoS ルールはターミナル ルールです。つまり、ある 1

つのルールによって処理されたトラフィックは他のルールによって処理されません。

表114: アプリケーション DDoS パラメータ

説明パラメータ

監視するアプリケーション レイヤー サービス（DNS や HTTP など）。service service-name

アプリケーションレベル DDoS 検出から除外する一般的なコンテキスト

値パターンのリストを構成します。 たとえば、ホーム/ランディング

ページに関する HTTP 要求を大量に受け取る Web サーバーがある場合

は、これをアプリケーションレベル DDoS 検出から除外できます。

exclude-context-value
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表114: アプリケーション DDoS パラメータ （続き）

説明パラメータ

アプリケーション コンテキスト値の監視を開始する 1 秒あたりの接続

数を示すしきい値。

connection-rate threshold

IDP プロトコル デコーダがトラフィック データからアプリケーション

プロトコルを解析しているときに生成するアプリケーション コンテキ

ストの名前。

context context-name

時間バインディング パラメータが構成されている場合は、ボット クラ

イアント分類を開始するティック間隔（デフォルトは 60 秒）あたりの

コンテキストのヒット数。 時間バインディング パラメータが構成され

ていない場合は、構成されたポリシー アクションが実行されます。

hit-rate-threshold

時間バインディング パラメータが構成されている場合は、ボット クラ

イアント分類を開始するティック間隔あたりのコンテキスト値のヒット

数。 時間バインディング パラメータが構成されていない場合は、構成

されたポリシー アクションが実行されます。

value-hit-rate-threshold

監視、報告、またはその両方を行う上位コンテキスト値の件数。max-context-values

クライアントを悪質なボット クライアントとして分類するかどうかを

決定する時間バインディング期間。 この設定は time-binding-count

と組み合わせて使用され、クライアントからの同じコンテキスト値の要

求が time-binding-period 秒間に time-binding-count 回を超えた場

合、攻撃と認識されます。

time-binding-period

クライアントを悪質なボット クライアントと見なすかどうかを決定す

る、時間コンテキスト期間内の各クライアントからのコンテキストまた

はコンテキスト値のヒット数。

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスでは、ブルート フォース攻

撃や時間バインディングに関連する攻撃の場合、一致 count が threshold

と等しいときにのみロギングが実行されます。 つまり、しきい値が測

定される 60 秒間にログは 1 件だけ生成されます。 これにより、反復

的なログが生成されなくなり、IDP スタンドアロンなどの他の IDP プ

ラットフォームとの一貫性も確保されます。

60 秒間に攻撃が認識されず、BFQ エントリがフラッシュアウトすると、

一致カウントが 0 にクリアされ、新しい攻撃一致が攻撃テーブルに表

示されて、ログが生成されます。

time-binding-count

アプリケーションレベル DDoS ルールについて

1 つ以上のアプリケーションレベル DDoS ルールを構成して、サーバー保護のために監視する

トラフィックを定義します。

912ページの表115 に、application-ddos に対して設定できるパラメータを示します。

表115: アプリケーションレベル DDoS ルールのパラメータ

説明パラメータ

ソース ゾーンに一致します。from-zone
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表115: アプリケーションレベル DDoS ルールのパラメータ （続き）

説明パラメータ

ソース アドレスに一致します。source-address

宛先ゾーンに一致します。to-zone

宛先アドレスに一致します。destination-address

application-ddos 定義からのアプリケーション サービスを選

択する場合は、default を指定します。

application

DDoS アプリケーションを指定します。application-ddos

アプリケーションレベル DDoS IP アクションについて

IP アクションを構成することで、特定されたボット クライアント アドレスからの以後のセッ

ションを指定した時間ドロップしたり、以後の接続をレート制限したりできます。

913ページの表116 に、アプリケーションレベル DDoS IP アクションの構成に使用できるパラ

メータを示します。

表116: アプリケーションレベル DDoS IP アクションのパラメータ

説明パラメータ

IP アクションに一致するすべてのセッションについて以後の接続をブロッ

クします。

ip-block

RST パケットをクライアントに送信することによって、IP アクションと一

致するすべてのクライアント アドレスからの以後の接続を閉じます。

TCP が使用されていない場合、接続はサイレントにドロップされます。

ip-close

ユーザーが設定した 1 秒あたりの接続数に基づいて、以後の接続をレート

制限します。 このパラメータを使用すると、クライアントからの攻撃回数

を減らすことができます。

ip-connection-rate-limit

一致する以後の接続に対して何もアクションを実行しません。ただし、イ

ベントをログに記録します。

ip-notify

ルールに一致するトラフィックに対する IP アクションについての情報を

ログに記録します。

log

トラフィックが一致した後に IP アクションを有効にしておく秒数を指定

します。

timeout

IP アクション フィルタのインストール時にログ イベントを生成します。log-create

以後のトラフィックがその IP アクション エントリに一致していて、IP

アクションによってタイムアウトが構成されている場合に、IP アクション

フィルタが期限切れにならないようにタイムアウトを更新します。

refresh-timeout
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アプリケーションレベル DDoS セッション アクションについて

セッション アクションは、特定されたボット クライアントに対して実行するアクションを決

定します。

914ページの表117 に、アクションに対して設定できるパラメータを示します。

表117: アプリケーションレベル DDoS アクションのパラメータ

説明パラメータ

接続を閉じ、RST パケットをサーバーに送信します。クライアントには送信しま

せん。

close-server

該当する接続に関連するすべてのパケットをドロップし、その接続のトラフィッ

クが宛先に到達しないようにします。 このアクションは、スプーフィングを受け

にくいトラフィックの接続をドロップする場合に使用します。

drop-connection

一致するパケットが宛先に到達する前にそのパケットをドロップしますが、接続

は閉じません。 このアクションは、UDP トラフィックなど、スプーフィングを受

けやすいトラフィック中の攻撃パケットをドロップする場合に使用します。 この

ようなトラフィックの接続をドロップすると、サービス拒否が発生し、正当なソー

ス IP アドレスからのトラフィックを受信できなくなる可能性があります。

drop-packet

アクションは実行されません。 このアクションは、一部のトラフィックについて

ログを生成する場合にのみ使用します。

no-action

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 859ページのIDP アプリケーションレベル DDoS ルールベースについて

• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 攻撃の概要

• 914ページの例: アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御の有効化

例: アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御の有効化

この例では、アプリケーションレベル DDoS モジュールを使用して DNS サーバーをアプリケー

ションレベル DDoS 攻撃から守る方法を示します。

• 要件 914ページ

• 概要 915ページ

• 構成 916ページ

• 確認 918ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要ありません。
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概要

DNS サーバーに対するアプリケーションレベル DDoS 防御を構成する前に、設定するアプリケー

ションしきい値を決定するため、保護するサーバーでの DNS 要求の平均負荷を確認します。

次に、アプリケーションしきい値を定義します。そうすると、クライアント アプリケーション

トランザクションがそれらのしきい値を超えた場合、攻撃元クライアント アドレスからのトラ

フィックに対してセッション アクションと IP アクションが実行されます。

たとえば、DNS サーバーが通常の運用状況で 1 秒あたり 1000 件の要求を処理すると推定され

る場合、通常負荷より 20% 高い値（1 秒あたり 1200 件の要求）を connection-rate-threshold

値として設定します。 この値は実質的に 60 秒あたり 60,000 件のトランザクションに相当す

るため、この負荷より 20% 高い 72,000 をコンテキスト hit-rate-threshold 値として設定し

ます。 同じドメイン名を問い合わせる要求の最大負荷に基づいて、コンテキスト

value-hit-rate-threshold を設定することもできます。 たとえば、DNS が 60 秒間に 2000

回を超えるドメイン xyz.com のクエリーを受けることが実際的でない場合は、コンテキスト

value-hit-rate-threshold をこの値より 20% 高い値（60 秒あたり 2400 回）に設定します。

監視およびレポートに関して、オプションで max-context-values を 100 に設定できます。そ

うすると最大で、最も問い合わせが多い 100 件の DNS クエリー要求が監視および報告されま

す。 この範囲内にあるクライアントは悪質なボット クライアントである可能性が高いといえ

ます。 ボット クライアントが特定されたら、IP アクションをタイムアウトが 600 秒の

ip-block に設定し（このボット クライアントからのアクセスが 10 分間拒否されます）、セッ

ション アクションを drop-packet に設定します。

この例では、1 秒あたりの接続数が 1200 を超えた場合、詳細なプロトコル分析を開始します。

また、コンテキスト dns-type-name のクエリーの総数が 72,000 を超えた場合、または同じク

エリー値の要求が 2400 を超えた場合にボット クライアント分類を開始します。

注: アプリケーション サーバーでアプリケーションレベル DDoS 攻撃が発生する

と、トランザクション レートが通常負荷またはピーク負荷のときよりもはるかに高

くなります。 したがって、ベスト プラクティスは、不必要なクライアント分類処

理が起こらないように、アプリケーション サーバーの通常ピークよりも高いしきい

値を設定することです。 このように設定すると、サーバーが実際に異常なトランザ

クション レートに達するまでクライアント分類は開始されないため、Juniper

Networks デバイスの全体的なパフォーマンスが向上します。

注: DDoS アプリケーションはアプリケーションレベル DDoS ルールごとに 1 つだ

けしか定義できません。 複数の DDoS アプリケーションを監視するには、追加の

ルールを作成します。

各アプリケーションレベル DDoS ルールはターミナル ルールです。つまり、ただ 1

つの一致ルールが受信トラフィック照合のために考慮されます。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match

source-address any

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match to-zone

any

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match

destination-address any

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match

application default

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match

application-ddos dns-server-1

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 then action

drop-packet

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 then ip-action

ip-block

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 then ip-action

timeout 600

set security idp application-ddos dns-server-1 connection-rate-threshold 1200

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name hit-rate-threshold

72000

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name

value-hit-rate-threshold 2400

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name max-context-values

100

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name time-binding-count

10

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name time-binding-period

30

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name exclude-context-values

.*google.com

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name exclude-context-values

.*yahoo.com

set security idp application-ddos dns-server-1 service dns

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御を構成するには、以下の手順に従いま

す。

1. トラフィックのタイプ、監視するプロトコル コンテキスト、およびアクションのトリガー

に使用するしきい値を定義します。

[edit security idp]

user@host# set application-ddos dns-server-1

user@host# set application-ddos dns-server-1 service dns

user@host# set application-ddos dns-server-1 connection-rate-threshold 1200

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name hit-rate-threshold

72000
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user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name

value-hit-rate-threshold 2400

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name max-context-values

100

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name time-binding-count

10

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name time-binding-period

30

2. 監視対象から除外するコンテキスト値を設定します。

[edit security idp]

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name

exclude-context-values .*google.com

[edit security idp]

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name

exclude-context-values .*yahoo.com

3. 監視するトラフィックのソースと宛先を定義する rulebase-ddos 用の IDP ポリシー ルー

ルを設定します。

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

source-address any

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

to-zone any

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

destination-address any

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

application default

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

application-ddos dns-server-1

[edit security idp]

4. アプリケーションレベル DDoS 攻撃トラフィックが検出されたときに実行するアクション

を定義します。

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 then

action drop-packet

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 then

ip-action ip-block

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 then

ip-action timeout 600

結果 構成モードで、show security idp コマンドと show security idp application-ddos dns-server-1

コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の

構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security idp
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idp-policy AppDDoS-policy-1 {

rulebase-ddos {

rule AppDDoS-rule1 {

match {

source-address any;

to-zone any;

destination-address any;

application default;

application-ddos {

dns-server-1;

}

}

then {

action {

drop-packet;

}

ip-action {

ip-block;

timeout 600;

}

}

}

}

}

[edit]

user@host#show security idp application-ddos dns-server-1

context dns-type-name {

hit-rate-threshold 72000;

value-hit-rate-threshold 2400;

max-context-values 100;

time-binding-count 10;

time-binding-period 30;

exclude-context-values [ .*google.com .*yahoo.com ];

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御の確認 918ページ

アプリケーションレベル DDoS 攻撃に対する IDP 防御の確認

目的 IDP アプリケーションレベル DDoS 機能によって保護されているサーバーの基本的な統計情報

を確認します。

アクション 動作モードで、show security idp application-ddos コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 859ページのIDP アプリケーションレベル DDoS ルールベースについて

• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 攻撃の概要
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• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 防御の概要

アプリケーションレベル DDoS 統計レポートについて

ネットワーク環境に対するアプリケーションレベル分散サービス拒否（DDoS）攻撃をうまく軽

減するには、適切なルールしきい値を設定する必要があります。 適切なしきい値を判断するに

は、ネットワーク統計データを分析する必要があります。 アプリケーションレベル DDoS 統計

レポートを使用すると、保護サーバー宛てのアプリケーション要求から接続、コンテキストと

レート、およびデータ レコードに関するアプリケーション情報を収集できます。 この情報か

ら傾向を読み取り、自社環境のより効率的なルールの作成に役立てることができます。

統計レポートの主な機能は以下のとおりです。

• アプリケーション要求データに関するアプリケーションレベル DDoS レポートを作成します。

• ユーザーが定義した周期に基づいてアプリケーションの接続レートとコンテキスト レートに

関する統計情報を収集します。 デフォルトのスナップショット間隔は 1 分に 1 回で、範囲

は 1 ～ 60 分です。

• 大きな保存領域を確保するため、レポート ファイルはルーティング エンジン（RE）データ

ストレージ デバイスに書き込まれます。

• 統計レポート ファイルのサイズが 10 MB に達すると、ファイルが自動的に圧縮されます。

注: 統計レポートはルーティング エンジン（RE）データ ストレージ デバイスの

/var/log/addos ディレクトリに保存されます。 レポートのロギングを可能にする

ため、少なくとも 2 GB の空き領域が必要です。

IDP モジュールはアプリケーションレベル DDoS レコードをポーリングして、ユーザーが定義

した間隔で現在のアクティビティのスナップショットをとります。 収集された各統計レコード

は、最大 4 KB のアプリケーション要求データ エントリ（コンテキスト値）を表します。 収

集される情報には、サーバー IP アドレス、ゾーン、接続レート、コンテキスト レート、プロ

トコル、レイヤー 7 サービスおよびコンテキスト値などが含まれます。 max-context-values

の設定によって、アプリケーション コンテキストごとに収集されるレコード数が決まります。

/var/log/addos に保存されるレポートのファイル命名規則は、プレフィックスの addos-stats

の後にレコード作成タイムスタンプを YYYYMMDDHHMMSS（年/月/日/時/分/秒）の書式で連結し

たものです。 たとえば、2010 年 5 月 1 日午前 9 時 15 分に作成されたレポートのファイル

名は、addos-stats-20100501091500 になります。

レポート ファイルはカンマ区切り値（.csv）形式なので、デバイスからコピーして Excel な

どの .csv ファイルを読み取れるプログラムで分析します。 アプリケーションレベル DDoS 統

計レコードの各フィールドの説明については、919ページの表118 を参照してください。

表118: アプリケーションレベル DDoS 統計レコードのフィールド

説明フィールド

イベントが発生した時刻。time
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表118: アプリケーションレベル DDoS 統計レコードのフィールド （続き）

説明フィールド

作成されたレコードのタイプ。 app-record タイプがサポートされています。record-type

収集されたデータのタイプを識別します（addos-http-url または addos-dns）。record-data

アプリケーション要求の宛先 IP。destination-ip

アプリケーションレベル DDoS ルールで定義された構成済みアプリケーション オブジェクト

の名前。

ddos-app-name

アプリケーションによる 1 秒あたりの接続試行。conn/sec

アプリケーション ヘッダー内のコンテキスト名。context-name

ティック間隔あたりのコンテキストの数。 デフォルトのティック間隔は 60 秒です。context-hits/tick

ティック間隔あたりのコンテキスト値の数。 デフォルトのティック間隔は 60 秒です。context-value-hits/tick

アプリケーション コンテキスト名。 context-value は 16 進数形式と ASCII 形式の両方で

報告され、4 K を超えることはありません。

context-value

以下の出力はアプリケーションレベル DDoS 統計レコードを示します。

2010:01:16:04:23:53,app-record,my-http,5.0.0.1,trust,6,http-url-parsed,1234/60sec,1234/60sec,ascii:/abc.html

hex:2f6162632e68746d6c

2010:01:16:04:23:53,app-record,my-http,5.0.0.1,trust,6,http-url-parsed,932791/60sec,932791/60sec,ascii:/index.html

hex:2f696e6465782e68746d6c

以下のスクリーン ショットは、書式設定されたアプリケーションレベル DDoS 統計レポートを

示します。

注: 不要になった統計ファイルを削除するには、動作コマンドの request system

storage cleanup を実行します。

収集した統計データを使用して、アプリケーションレベル DDoS アクティビティを分析し、サー

バーに到着するアプリケーション アクティビティのタイプやレートを調べることができます。

通常は、まずアクションなしでしきい値の低いルールを設定します。次に、収集した統計情報

を分析して環境のプロファイリングを行い、適切な制限と攻撃に対する有効なアクションを設

定してサーバーを保護します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 921ページの例: アプリケーションレベル DDoS 統計レポートの構成
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• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 攻撃の概要

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 859ページのIDP アプリケーションレベル DDoS ルールベースについて

例: アプリケーションレベル DDoS 統計レポートの構成

この例では、ネットワーク統計データを分析するためにアプリケーションレベル DDoS 統計レ

ポートを構成する方法を示します。 このデータを利用して適切なルールしきい値を設定し、

ネットワークに対するアプリケーションレベル DDoS 攻撃の防御を有効にすることができます。

要件

統計レポートはルーティング エンジン データ ストレージ デバイスの /var/log/addos ディ

レクトリに保存されます。 レポートのロギングを可能にするため、少なくとも 2 GB の空き領

域が必要です。

概要

アプリケーションレベル DDoS 統計レポートを使用すると、保護サーバー宛てのアプリケーショ

ン要求から接続、コンテキストとレート、およびデータ レコードに関するアプリケーション情

報を収集できます。 この情報から傾向を読み取り、自社環境のより効率的なルールの作成に役

立てることができます。

統計情報のスナップショットをとるデフォルトの間隔は 1 分に 1 回で、範囲は 1 ～ 60 分で

す。 この例では、5 分間隔で統計レポートを有効にします。 アプリケーションレベル DDoS

モジュールは 5 分ごとに現在のアクティビティのスナップショットをとり、レポート ファイ

ルをカンマ区切り形式で /var/log/addos ディレクトリに配置します。

構成

ステップごとの手順 アプリケーションレベル DDoS 統計レポートを構成するには、以下の手順に従います。

1. アプリケーションレベル DDoS 統計レポートを有効にします。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration application-ddos statistics interval

5

2. アプリケーションレベル DDoS 統計レポートを無効にします。

[edit]

user@host# delete security idp sensor-configuration application-ddos statistics

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security idp application-statistics コ

マンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 919ページのアプリケーションレベル DDoS 統計レポートについて

• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 攻撃の概要

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて
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第26章

IDP シグネチャ データベース

• IDP シグネチャ データベースについて 923ページ

• 定義済み IDP ポリシー テンプレート 924ページ

• IDP シグネチャ データベース 927ページ

• 例: 検出器センサー構成の追加（J-Web） 936ページ

• シグネチャ データベースの確認 936ページ

IDP シグネチャ データベースについて

シグネチャ データベースは、侵入検出および防止（IDP）の主要コンポーネントの 1 つです。

このデータベースには、IDP ポリシー ルールの定義に使用する各種オブジェクト（攻撃オブ

ジェクト、アプリケーション シグネチャ オブジェクト、サービス オブジェクトなど）の定義

が含まれます。 新しく見つかった脆弱性に対応するため、攻撃データベースの更新を含むファ

イルが Juniper Web サイトに定期的に掲載されます。 このファイルをダウンロードして、新

しい脅威からネットワークを守ることができます。

注: IDP 機能はデフォルトで有効になっており、ライセンスは必要ありません。 有

効なライセンスとシグネチャ データベースがデバイスにインストールされていない

場合でも、IDP ポリシーにカスタム攻撃およびカスタム攻撃グループを構成し、イ

ンストールできます。

IDP シグネチャ データベースは IDP 対応デバイスに保存され、定義済み攻撃オブジェクトと

グループの定義が含まれます。 これらの攻撃オブジェクトとグループは、ネットワーク トラ

フィック内の既知の攻撃パターンやプロトコル アノーマリを検出するために設計されていま

す。 攻撃オブジェクトとグループを IDP ポリシー ルールの一致条件として構成できます。

注: Juniper Networks から日常的に提供されるシグネチャ データベースの更新を

ダウンロードしてインストールするには、IDP signature-database-update ライセ

ンス キーをデバイスにインストールする必要があります。 IDP シグネチャ ライセ

ンス キーでは猶予期間はサポートされていません。 ライセンスの詳細については、

『Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices』を参照してくださ

い。
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IDP シグネチャ データベースを管理するため、以下のタスクを実行できます。

• シグネチャ データベースを更新する—Juniper Networks Web サイトから入手できる攻撃デー

タベースの更新をダウンロードします。 新しい攻撃は毎日発見されているため、シグネチャ

データベースを最新の状態に維持しておくことが重要です。

• シグネチャ データベースのバージョンを確認する—各シグネチャ データベースにはそれぞれ

異なるバージョン番号が付いており、最新データベースが最も高い番号になります。 CLI を

使用してシグネチャ データベースのバージョン番号を表示できます。

• プロトコル検出エンジンを更新する—シグネチャ データベースとともにプロトコル検出エン

ジンの更新もダウンロードできます。 IDP プロトコル検出器にはアプリケーション レイヤー

プロトコルのデコーダが含まれます。 検出器は IDP ポリシーと対になり、一緒に更新され

ます。 ポリシーの更新時には、たとえ検出器に変更がなくても、常に検出器が必要となりま

す。

• シグネチャ データベースの更新をスケジュールする—IDP 対応デバイスが設定した間隔でシ

グネチャ データベースを自動的に更新するよう構成できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 857ページのIDP ポリシー ルールベースについて

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 924ページの定義済み IDP ポリシー テンプレートについて

• 929ページのIDP シグネチャ データベースのバージョンについて

• 861ページの例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義

• 936ページの例: 検出器センサー構成の追加（J-Web）

定義済み IDP ポリシー テンプレート

• 定義済み IDP ポリシー テンプレートについて 924ページ

• 定義済み IDP ポリシー テンプレートのダウンロードと使用（CLI 手順） 926ページ

定義済み IDP ポリシー テンプレートについて

Juniper Networks では、ユーザーが独自のポリシーを作成するための出発点として使用できる

定義済みポリシー テンプレートを提供しています。 各テンプレートは特定のルールベース タ

イプのルールを集めたもので、このテンプレートをコピーしてから固有の要件に従って更新で

きます。 これらのテンプレートは、セキュリティ保護された Juniper Networks Web サイトか

ら templates.xml ファイルの形式で入手できます。 テンプレートの使用を開始するには、CLI

からコマンドを実行してこのファイルをダウンロードし、/var/db/scripts/commit ディレクト

リにコピーします。

各ポリシー テンプレートには、攻撃オブジェクトに関連付けられたデフォルト アクションを

使用するルールが含まれます。 これらのテンプレートを自社ネットワーク上で機能するように

カスタマイズするには、固有のソース アドレスと宛先アドレスを選択し、自社のセキュリティ

ニーズを反映する IDP アクションを選択します。
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925ページの表119 に、Juniper Networks が提供する定義済み IDP ポリシー テンプレートを示

します。

表119: 定義済み IDP ポリシー テンプレート

説明テンプレート名

標準的な非武装地帯（DMZ）環境を保護します。DMZ Services

ドメイン名システム（DNS）サービスを保護します。DNS Server

ネットワーク ファイル システム（NFS）や FTP などのファイル共有サービスを保護します。File Server

非常にオープンなルールが含まれます。 管理されたラボ環境に役立ちますが、トラフィックの多い実

運用ネットワークでは使用しないでください。

Getting Started

セキュリティとパフォーマンスのバランスがうまくとれています。IDP Default

クライアントサイド攻撃オブジェクトとサーバーサイド攻撃オブジェクトが混在しており、NSS Labs

でテストに使用されています。 このテンプレートを使用すると、これらのテストから得られた結果を

再現できます。 テストの詳細については、http://www.nsslabs.com/resources/test-methodologies.html

を参照してください。

NSS Recommended

Juniper Networks が recommended としてタグ付けした攻撃オブジェクトのみが含まれます。 すべて

のルールのアクション列が、各攻撃オブジェクトに推奨されるアクションを実行するよう設定されてい

ます。

Recommended

HTTP サーバーをリモート攻撃から守ります。Web Server

定義済みポリシー テンプレートを使用するには、以下の手順に従います。

1. Juniper Networks Web サイトからポリシー テンプレートをダウンロードします。

2. ポリシー テンプレートをインストールします。

3. templates.xml スクリプト ファイルを有効にします。 これらが有効になっていない場

合、/var/db/scripts/commit ディレクトリにあるコミット スクリプトは無視されます。

4. 適切なポリシー テンプレートを選択し、必要に応じてカスタマイズします。

5. システムで実行するポリシーをアクティブ化します。 ポリシーのアクティブ化には数分か

かることがあります。 CLI にコミット完了メッセージが表示された後も、ポリシーのコン

パイルとデータプレーンへのプッシュが継続される場合があります。

925Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第26章: IDP シグネチャ データベース



注: ときどき、ポリシーのコンパイル処理が失敗することがあります。 この場

合、構成に表示されるアクティブ ポリシーは、デバイスで実際に実行されてい

るポリシーと一致しない可能性があります。 実行中のポリシーを確認するには、

show security idp status コマンドを実行します。 また、IDP ログ ファイルを

表示して、ポリシーのロードとコンパイル ステータスを確認することもできま

す（936ページの「「シグネチャ データベースの確認」」を参照）。

6. コミット スクリプト ファイルを削除または非アクティブ化します。 コミット スクリプト

ファイルを削除すると、構成をコミットするときにテンプレートに加えた変更が上書きされ

る危険がなくなります。 ステートメントを非アクティブ化すると、そのステートメントに

非アクティブ タグが付加され、実質的にそのステートメントが構成からコメントアウトさ

れます。 非アクティブとマークされたステートメントは、commit コマンドを実行したとき

に発効しません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

• 926ページの定義済み IDP ポリシー テンプレートのダウンロードと使用（CLI 手順）

定義済み IDP ポリシー テンプレートのダウンロードと使用（CLI 手順）

始める前に、ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

定義済み IDP ポリシー テンプレートをダウンロードして使用するには、以下の手順に従いま

す。

1. スクリプト ファイル templates.xml を /var/db/idpd/sec-download/sub-download ディレク

トリにダウンロードします。 このスクリプト ファイルには、定義済み IDP ポリシー テン

プレートが含まれます。

user@host> request security idp security-package download policy-templates

2. templates.xml ファイルを /var/db/scripts/commit ディレクトリにコピーし、ファイル名を

templates.xsl に変更します。

user@host> request security idp security-package install policy-templates

3. templates.xsl スクリプト ファイルを有効にします。 コミット時、Junos OS 管理プロセス

（mgd）は /var/db/scripts/commit ディレクトリでスクリプトを検索し、見つかったスクリ

プトをキャンディデート構成データベースに対して実行します。これにより、構成がスクリ

プトによって指示されたルールに従います。

user@host# set system scripts commit file templates.xsl

4. 構成をコミットします。 構成をコミットすると、ダウンロードしたテンプレートが Junos

OS 構成データベースに保存され、CLI の [edit security idp idp-policy] 階層レベルで使

用できるようになります。

5. ダウンロードしたテンプレートの一覧を表示します。

user@host#set security idp active-policy ?
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Possible completions:

<active policy> Set active policy

DMZ_Services

DNS_Service

File_Server

Getting_Started

IDP_Default

Recommended

Web_Server

6. 定義済みポリシーをアクティブ化します。 次のステートメントは、Recommended 定義済み

IDP ポリシーをアクティブ ポリシーとして指定します。

user@host# set security idp active-policy Recommended

7. コミット スクリプト ファイルを削除または非アクティブ化します。 コミット スクリプト

ファイルを削除すると、構成をコミットするときにテンプレートに加えた変更が上書きされ

る危険がなくなります。 以下のいずれかのコマンドを実行します。

user@host# delete system scripts commit file templates.xsl

user@host# deactivate system scripts commit file templates.xsl

8. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

9. show security idp status コマンドを使用して、構成を確認できます。 詳細については、

『Junos OS CLI Reference』を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 924ページの定義済み IDP ポリシー テンプレートについて

• 861ページの例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義

• 866ページの例: IDP 適用除外ルールベース用のルールの定義

IDP シグネチャ データベース

• 定義済み IDP 攻撃オブジェクトおよびオブジェクト グループについて 928ページ

• IDP シグネチャ データベースのバージョンについて 929ページ

• IDP シグネチャ データベースの更新の概要 930ページ

• IDP シグネチャ データベースの手動更新の概要 931ページ

• 例: IDP シグネチャ データベースの手動更新 931ページ

• 例: シグネチャ データベースの自動更新 934ページ
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定義済み IDP 攻撃オブジェクトおよびオブジェクト グループについて

侵入検出および防止（IDP）のセキュリティ パッケージには、トラフィックを既知および未知

の攻撃と照合するために IDP ポリシーで使用できる定義済み IDP 攻撃オブジェクトと IDP 攻

撃オブジェクト グループのデータベースが含まれます。 Juniper Networks は、新しく発見し

た攻撃パターンによって定義済み攻撃オブジェクトとグループを定期的に更新しています。

攻撃オブジェクト データベースの更新には以下のものが含まれます。

• 既存の攻撃オブジェクトの新しい記述または重大度

• 新しい攻撃オブジェクト

• 古くなった攻撃オブジェクトの削除

このトピックには以下のセクションがあります。

• 定義済み攻撃オブジェクト 928ページ

• 定義済み攻撃オブジェクト グループ 928ページ

定義済み攻撃オブジェクト

定義済み攻撃オブジェクトはアルファベット順にリストされます。 これらの攻撃オブジェクト

には、攻撃を識別するのに役立つ一意の名前が付いています。 名前の最初の部分は、その攻撃

オブジェクトが属するグループを示します。 例:

• FTP:USER:ROOT—FTP:USER グループに属します。 root アカウントを使用した FTP サーバーへ

のログイン試行を検出します。

• HTTP:HOTMAIL:FILE-UPLOAD—HTTP:HOTMAIL グループに属します。 Web ベースの電子メール サー

ビスである Hotmail によって送信された電子メールの添付ファイルを検出します。

定義済み攻撃オブジェクト グループ

定義済み攻撃グループのリストには、攻撃オブジェクトが下記のカテゴリに分かれて表示され

ます。 Juniper Networks が深刻な脅威と考えるすべての推奨攻撃オブジェクトのセットもこ

のリストに含まれます。 推奨攻撃オブジェクトは以下のカテゴリに分類されています。

表120: 定義済み攻撃オブジェクト グループ

説明攻撃オブジェクト グループ

攻撃オブジェクトをタイプ（アノーマリまたはシグネチャ）別にグルー

プ分けします。 各タイプの中で、攻撃オブジェクトは重大度別にグルー

プ分けされます。

Attack Type

攻撃オブジェクトを定義済みカテゴリ別にグループ分けします。 各カテ

ゴリの中で、攻撃オブジェクトは重大度別にグループ分けされます。

Category

BSD、Linux、Solaris、Windows など、適用されるオペレーティング シ

ステム別に攻撃オブジェクトをグループ分けします。 各オペレーティン

グ システムの中で、攻撃オブジェクトはサービスおよび重大度別にグ

ループ分けされます。

Operating System
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表120: 定義済み攻撃オブジェクト グループ （続き）

説明攻撃オブジェクト グループ

攻撃に割り当てられた重大度別に攻撃オブジェクトをグループ分けしま

す。 IDP には、Critical、Major、Minor、Warning、Info の 5 つの重

大度レベルがあります。 各重大度の中で、攻撃オブジェクトはカテゴリ

別にグループ分けされます。

Severity

攻撃オブジェクトを一般的な Web サービス別にグループ分けします。

これらのサービスは重大度レベル（Warning、Critical、Major、Minor、

Info）別にグループ分けされます。

Web Services

攻撃オブジェクトをパフォーマンス レベル別にグループ分けします。

IDP パフォーマンスにある一定のレベルで影響を与える攻撃オブジェク

トがこのカテゴリでグループ分けされます。

Miscellaneous

サーバーからクライアントへの方向に流れるトラフィック中の攻撃オブ

ジェクトをグループ分けします。

Response

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

• 930ページのIDP シグネチャ データベースの更新の概要

• 931ページのIDP シグネチャ データベースの手動更新の概要

• 931ページの例: IDP シグネチャ データベースの手動更新

• 934ページの例: シグネチャ データベースの自動更新

• 861ページの例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義

• 866ページの例: IDP 適用除外ルールベース用のルールの定義

IDP シグネチャ データベースのバージョンについて

シグネチャ データベース サーバーには新しい攻撃オブジェクトが頻繁に追加されます。これ

らの更新をダウンロードして管理対象デバイスに定期的にインストールすることにより、ネッ

トワークが最新の脅威から効果的に保護されます。 新しい攻撃オブジェクトがシグネチャ デー

タベース サーバーに追加されると、データベースのバージョン番号が最新のデータベース バー

ジョン番号に更新されます。 各シグネチャ データベースにはそれぞれ異なるバージョン番号

が付いており、最新データベースが最も高い番号になります。

シグネチャ データベースを更新するとき、シグネチャ データベース更新クライアントは Juniper

Networks Web サイトに接続し、HTTPS 接続を使用して更新を取得します。 この更新（既存の

シグネチャ データベースと最新のシグネチャ データベースの差分）は、各シグネチャ データ

ベースに割り当てられているバージョン番号に基づいて計算されます。 更新をダウンロードし

た後、更新された情報が既存のシグネチャ データベースとマージされ、バージョン番号が最新

のシグネチャ データベースのバージョン番号に設定されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 928ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトおよびオブジェクト グループについて
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• 930ページのIDP シグネチャ データベースの更新の概要

• 931ページのIDP シグネチャ データベースの手動更新の概要

• 931ページの例: IDP シグネチャ データベースの手動更新

• 934ページの例: シグネチャ データベースの自動更新

IDP シグネチャ データベースの更新の概要

Juniper Networks では、定義済み攻撃データベースを定期的に更新し、Juniper Networks Web

サイトから入手できるようにしています。 このデータベースには、トラフィックを既知の攻撃

と照合するために侵入検出および防止（IDP）ポリシーで使用できる攻撃オブジェクト グルー

プが含まれます。 定義済み攻撃オブジェクトを作成、編集、削除することはできませんが、CLI

を使用して、IDP ポリシーで使用できる攻撃オブジェクトのリストを更新することは可能です。

シグネチャ データベースを更新するには、Juniper Networks Web サイトからセキュリティ

パッケージをダウンロードします。 セキュリティ パッケージは以下の IDP コンポーネントで

構成されています。

• 攻撃オブジェクト

• 攻撃オブジェクト グループ

• アプリケーション オブジェクト

• IDP 検出エンジンの更新

• IDP ポリシー テンプレート（ポリシー テンプレートは別個にダウンロードされます。 924

ページの「「定義済み IDP ポリシー テンプレートについて」」を参照してください）。

デフォルトでは、セキュリティ パッケージをダウンロードするとき、次のコンポーネントをデ

バイスの Staging フォルダにダウンロードします。完全な攻撃オブジェクト グループ テーブ

ルの最新バージョン、アプリケーション オブジェクト テーブル、IDP 検出エンジンの更新。

攻撃オブジェクト テーブルは一般にサイズが大きいため、デフォルトでは攻撃オブジェクト

テーブルの更新のみがダウンロードされます。 ただし、full-update 更新オプションを使用し

て完全な攻撃オブジェクト テーブルをダウンロードすることもできます。

セキュリティ パッケージをダウンロードしたら、パッケージをインストールして、デバイスの

Staging フォルダにある新しくダウンロードされた更新によってセキュリティ データベースを

更新する必要があります。

セキュリティ パッケージをインストールした後、構成をコミットすると、（アクティブ ポリ

シーだけでなく）すべてのポリシーの構文がチェックされます。 このチェックはコミット

チェックと同じです。 いずれかの既存ポリシーで構成された攻撃が、ダウンロードした新しい

シグネチャ データベースから削除されている場合、コミット チェックは失敗します。 IDP シ

グネチャ データベースを更新するとき、ポリシーで構成された攻撃は自動的に更新されませ

ん。 たとえば、構成済みのポリシーに、システム上のシグネチャ データベース バージョン

1200 に存在する攻撃 FTP:USER:ROOT が含まれているとします。 新しいシグネチャ データベー

ス バージョン 1201 をダウンロードしましたが、このバージョンから攻撃 FTP:USER:ROOT は

データベースから除去されました。 ポリシーで構成された攻撃が新しくダウンロードしたデー

タベースに見つからないため、CLI のコミット チェックは失敗します。 構成のコミットを成

功させるには、ポリシー構成からその攻撃（FTP:USER:ROOT）を削除する必要があります。
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注意: 新しい IDP ポリシーのロードが何らかの理由で失敗した場合、IDP シグネ

チャの更新が失敗することがあります。 新しい IDP ポリシーのロードが失敗する

と、最後に正常にロードされた IDP ポリシーがロードされます。 新しいポリシー

のロードに関する問題が解決し、新しい有効なポリシーがアクティブになったら、

シグネチャの更新は適切に機能します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

• 928ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトおよびオブジェクト グループについて

• 929ページのIDP シグネチャ データベースのバージョンについて

• 931ページのIDP シグネチャ データベースの手動更新の概要

• 931ページの例: IDP シグネチャ データベースの手動更新

• 934ページの例: シグネチャ データベースの自動更新

IDP シグネチャ データベースの手動更新の概要

Juniper Networks では、定義済み攻撃データベースを定期的に更新し、Juniper Networks Web

サイトから入手できるようにしています。 このデータベースには、トラフィックを既知の攻撃

と照合するために侵入検出および防止（IDP）ポリシーで使用できる攻撃オブジェクト グルー

プが含まれます。 定義済み攻撃オブジェクトを作成、編集、削除することはできませんが、CLI

を使用して、IDP ポリシーで使用できる攻撃オブジェクトのリストを更新することは可能です。

セキュリティ パッケージをダウンロードしたら、パッケージをインストールして、デバイスの

Staging フォルダにある新しくダウンロードされた更新によってセキュリティ データベースを

更新する必要があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

• 928ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトおよびオブジェクト グループについて

• 929ページのIDP シグネチャ データベースのバージョンについて

• 930ページのIDP シグネチャ データベースの更新の概要

• 931ページの例: IDP シグネチャ データベースの手動更新

• 934ページの例: シグネチャ データベースの自動更新

例: IDP シグネチャ データベースの手動更新

この例では、IDP シグネチャ データベースを手動で更新する方法を示します。

• 要件 932ページ

• 概要 932ページ
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• 構成 932ページ

• 確認 934ページ

要件

始める前に、ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

概要

Juniper Networks では、定義済み攻撃データベースを定期的に更新し、セキュリティ パッケー

ジとして Juniper Networks Web サイトから入手できるようにしています。 このデータベース

には、トラフィックを既知の攻撃と照合するために IDP ポリシーで使用できる攻撃オブジェク

トと攻撃オブジェクト グループが含まれます。

この例では、攻撃オブジェクトと攻撃オブジェクト グループの完全なテーブルを含むセキュリ

ティ パッケージをダウンロードします。 インストールが完了したら、これらの攻撃オブジェ

クトと攻撃オブジェクト グループが、CLI の [edit security idp idp-policy] 階層レベルの

predefined-attack-groups および predefined-attacks 構成ステートメントで使用できるよう

になります。 ポリシーを作成し、この新しいポリシーをアクティブ ポリシーとして指定しま

す。 さらに、Juniper Networks が最近アップロードした更新のみをダウンロードし、攻撃デー

タベース、実行中のポリシー、および検出器をこれらの新しい更新によって更新します。

構成

CLI 簡単構成 この例では、構成作業中に手動での介入が必要となるため、CLI による簡単構成は使用できま

せん。

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

シグネチャ データベースを手動でダウンロードして更新するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ パッケージの URL を指定します。

[edit]

user@host# set security idp security-package url

https://services.netscreen.com/cgi-bin/index.cgi

注: デフォルトの URL は https://services.netscreen.com/cgi-bin/index.cgi

です。

2. 構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

3. 動作モードに切り替えます。

[edit]

user@host# exit
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4. セキュリティ パッケージをダウンロードします。

user@host>request security idp security-package download full-update

5. セキュリティ パッケージのダウンロード ステータスをチェックします。

user@host>request security idp security-package download status

6. install コマンドを使用して攻撃データベースを更新します。

user@host>request security idp security-package install

7. 次のコマンドを使用して、攻撃データベースの更新ステータスをチェックします。 この

コマンド出力には、攻撃データベース バージョンのダウンロードされたバージョンとイ

ンストールされたバージョンに関する情報が表示されます。

user@host>request security idp security-package install status

8. 構成モードに切り替えます。

user@host>configure

9. IDP ポリシーを作成します。

[edit ]

user@host#edit security idp idp-policy policy1

10. 攻撃オブジェクトまたは攻撃オブジェクト グループをこのポリシーに関連付けます。

[edit security idp idp-policy policy1]

user@host#set rulebase-ips rule rule1 match attacks predefined-attack-groups

“Response_Critical”

11. アクションを設定します。

[edit security idp idp-policy policy1]

user@host#set rulebase-ips rule rule1 then action no-action

12. ポリシーをアクティブ化します。

[edit]

user@host#set security idp active-policy policy1

13. 構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

14. 1 週間後、Juniper Networks が最近アップロードした更新のみをダウンロードします。

user@host>request security idp security-package download

15. セキュリティ パッケージのダウンロード ステータスをチェックします。

user@host>request security idp security-package download status

16. 攻撃データベース、アクティブ ポリシー、および検出器を新しい変更によって更新しま

す。

user@host>request security idp security-package install

17. install status を使用して、攻撃データベース、アクティブ ポリシー、および検出器を

チェックします。

user@host>request security idp security-package install status
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結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy policy1 {

rulebase-ips {

rule rule1 {

match {

attacks {

predefined-attack-groups Response_Critical;

}

}

then {

action {

no-action;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• IDP シグネチャ データベースの手動での確認 934ページ

IDP シグネチャ データベースの手動での確認

目的 IDP シグネチャ データベースを手動で表示します。

アクション 動作モードで、show security idp コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 931ページのIDP シグネチャ データベースの手動更新の概要

• 934ページの例: シグネチャ データベースの自動更新

• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

例: シグネチャ データベースの自動更新

この例では、シグネチャ データベースの更新を自動的にダウンロードする方法を示します。

• 要件 935ページ

• 概要 935ページ

• 構成 935ページ

• 確認 935ページ
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要件

始める前に、ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

概要

Juniper Networks では、定義済み攻撃データベースを定期的に更新し、セキュリティ パッケー

ジとして Juniper Networks Web サイトから入手できるようにしています。 このデータベース

には、トラフィックを既知の攻撃と照合するために IDP ポリシーで使用できる攻撃オブジェク

トと攻撃オブジェクト グループが含まれます。 デバイスが指定した間隔でシグネチャ データ

ベースの更新を自動的にダウンロードするよう構成できます。

この例では、12 月 10 日午後 11 時 59 分から 48 時間ごとに、攻撃オブジェクトと攻撃オブ

ジェクト グループの完全なテーブルを含むセキュリティ パッケージをダウンロードします 。

さらに、セキュリティ パッケージの自動ダウンロードおよび更新を有効にします。

構成

ステップごとの手順 定義済み攻撃オブジェクトをダウンロードして更新するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ パッケージの URL を指定します。

[edit]

user@host# set security idp security-package url

https://services.netscreen.com/cgi-bin/index.cgi

注: デフォルトの URL は https://services.netscreen.com/cgi-bin/index.cgi

です。

2. ダウンロードの時刻、間隔、およびダウンロード タイムアウト値を指定します。

[edit]

user@host# set security idp security-package automatic interval 48 download-timeout

3 start-time 2009-12-10.23:59:00

3. セキュリティ パッケージの自動ダウンロードおよび更新を有効にします。

[edit]

user@host# set security idp security-package automatic enable

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security idp コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 931ページのIDP シグネチャ データベースの手動更新の概要
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• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

例: 検出器センサー構成の追加（J-Web）

この例では、ファイル転送プロトコル（FTP）の検出器センサー構成を Tunable Value = 1000

の設定で追加します。これは、IDP センサー構成ページの [Basic]（基本）および [Advanced]

（詳細）構成タブを使用してさらに調整できます。

検出器センサー構成を追加するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[IDP]>[Sensor]（センサー）の順に選

択します。

2. [Detector]（検出器）タブを選択します。

3. [Add]（追加）をクリックします。

4. [Protocol]（プロトコル）リストから [FTP] を選択します。

5. [Tunable Name]（調整可能パラメータ名）リストから [sc_ftp_flags] を選択します。

6. [Tunable Value]（調整可能パラメータ値）ボックスに 1000 と入力します。

7. [OK] をクリックして構成を保存します。

注: J-Web 構成メニューを使用してこの機能を構成する方法の詳細を確認するには、

J-Web ユーザー インターフェースで [Configure]（構成）>[Security]（セキュリ

ティ）>[IDP]>[Sensor]（センサー）ページに移動して [Help]（ヘルプ）をクリッ

クします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

• 941ページのIDP アプリケーション識別について

• 944ページの例: IDP ポリシーでのアプリケーション識別の構成

シグネチャ データベースの確認

• IDP ポリシーのコンパイルとロード ステータスの確認 936ページ

• IDP シグネチャ データベースのバージョンの確認 939ページ

IDP ポリシーのコンパイルとロード ステータスの確認

目的 IDP ログ ファイルを表示して、IDP ポリシーのロードとコンパイル ステータスを確認します。

IDP ポリシーをアクティブ化するとき、IDP ログを表示し、ポリシーのロードとコンパイルが

正常に行われたかどうかを確認できます。
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アクション IDP ポリシーのロードとコンパイルの進行状況を追跡するには、CLI で以下のどちらかまたは

両方を構成します。

• ログ ファイル（/var/log/ に配置されます）を構成し、以下の動作を記録するトレース オプ

ション フラグを設定できます。

user@host# set security idp traceoptions file idpd

user@host# set security idp traceoptions flag all

• システム ログ メッセージを /var/log ディレクトリ内のファイルに記録するようデバイスを

構成できます。

user@host# set system syslog file messages any any

CLI で構成をコミットした後、UNIX レベル シェルのシェル プロンプトから以下のどちらかの

コマンドを入力します。

出力例

user@host> start shell

user@host% tail -f /var/log/idpd

Aug 3 15:46:42 chiron clear-log[2655]: logfile cleared

Aug 3 15:47:12 idpd_config_read: called: check: 0

Aug 3 15:47:12 idpd commit in progres ...

Aug 3 15:47:13 Entering enable processing.

Aug 3 15:47:13 Enable value (default)

Aug 3 15:47:13 IDP processing default.

Aug 3 15:47:13 idp config knob set to (2)

Aug 3 15:47:13 Warning: active policy configured but no application package installed, attack

may not be detected!

Aug 3 15:47:13 idpd_need_policy_compile:480 Active policy path /var/db/idpd/sets/idpengine.set

Aug 3 15:47:13 Active Policy (idpengine) rule base configuration is changed so need to recompile

active policy

Aug 3 15:47:13 Compiling policy idpengine....

Aug 3 15:47:13 Apply policy configuration, policy ops bitmask = 41

Aug 3 15:47:13 Starting policy(idpengine) compile with compress dfa...

Aug 3 15:47:35 policy compilation memory estimate: 82040

Aug 3 15:47:35 ...Passed

Aug 3 15:47:35 Starting policy package...

Aug 3 15:47:36 ...Policy Packaging Passed

Aug 3 15:47:36 [get_secupdate_cb_status] state = 0x1

Aug 3 15:47:36 idpd_policy_apply_config idpd_policy_set_config()

Aug 3 15:47:36 Reading sensor config...

Aug 3 15:47:36 sensor/idp node does not exist, apply defaults

Aug 3 15:47:36 sensor conf saved

Aug 3 15:47:36 idpd_dev_add_ipc_connection called...

Aug 3 15:47:36 idpd_dev_add_ipc_connection: done.

Aug 3 15:47:36 idpd_policy_apply_config: IDP state (2) being set

Aug 3 15:47:36 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:36 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:36 Apply policy configuration, policy ops bitmask = 4

Aug 3 15:47:36 Starting policy load...

Aug 3 15:47:36 Loading policy(/var/db/idpd/bins/idpengine.bin.gz.v +

/var/db/idpd/sec-repository/installed-detector/libidp-detector.so.tgz.v +

/var/db/idpd/bins/compressed_ai.bin)...

Aug 3 15:47:36 idpd_dev_add_ipc_connection called...

Aug 3 15:47:36 idpd_dev_add_ipc_connection: done.

Aug 3 15:47:37 idpd_policy_load: creating temp tar directory '/var/db/idpd//bins/52b58e5'

Aug 3 15:47:37 sc_policy_unpack_tgz: running addver cmd '/usr/bin/addver -r

/var/db/idpd/sec-repository/installed-detector/libidp-detector.so.tgz.v
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/var/db/idpd//bins/52b58e5/__temp.tgz > /var/log/idpd.addver'

Aug 3 15:47:38 sc_policy_unpack_tgz: running tar cmd '/usr/bin/tar -C /var/db/idpd//bins/52b58e5

-xzf /var/db/idpd//bins/52b58e5/__temp.tgz'

Aug 3 15:47:40 idpd_policy_load: running cp cmd 'cp /var/db/idpd//bins/52b58e5/detector4.so

/var/db/idpd//bins/detector.so'

Aug 3 15:47:43 idpd_policy_load: running chmod cmd 'chmod 755 /var/db/idpd//bins/detector.so'

Aug 3 15:47:44 idpd_policy_load: running rm cmd 'rm -fr /var/db/idpd//bins/52b58e5'

Aug 3 15:47:45 idpd_policy_load: detector version: 10.3.160100209

Aug 3 15:47:45 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:45 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:45 idp_policy_loader_command: sc_klibs_subs_policy_pre_compile() returned 0 (EOK)

Aug 3 15:47:45 idpd_policy_load: IDP_LOADER_POLICY_PRE_COMPILE returned EAGAIN, retrying... after

(5) secs

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idp_policy_loader_command: sc_klibs_subs_policy_pre_compile() returned 0 (EOK)

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy parser pre compile succeeded, after (1) retries

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: policy parser compile subs s0 name

/var/db/idpd/bins/idpengine.bin.gz.v.1 buf 0x0 size 0zones 0xee34c7 z_size 136 detector

/var/db/idpd//bins/detector.so ai_buf 0x0 ai_size 0 ai /var/db/idpd/bins/compressed_ai.bin

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy parser compile succeeded

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy pre-install succeeded

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy install succeeded

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy post-install succeeded

Aug 3 15:47:51 IDP policy[/var/db/idpd/bins/idpengine.bin.gz.v] and

detector[/var/db/idpd/sec-repository/installed-detector/libidp-detector.so.tgz.v] loaded

successfully.

Aug 3 15:47:51 Applying sensor configuration

Aug 3 15:47:51 idpd_dev_add_ipc_connection called...

Aug 3 15:47:51 idpd_dev_add_ipc_connection: done.

Aug 3 15:47:51 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:51 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:51 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:51 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:51

...idpd commit end

Aug 3 15:47:51 Returning from commit mode, status = 0.

Aug 3 15:47:51 [get_secupdate_cb_status] state = 0x1

Aug 3 15:47:51 Got signal SIGCHLD....

出力例

user@host> start shell

user@host% tail -f /var/log/messages

Aug 3 15:46:56 chiron mgd[2444]: UI_COMMIT_PROGRESS: Commit operation in progress: no commit

script changes

Aug 3 15:46:56 chiron mgd[2444]: UI_COMMIT_PROGRESS: Commit operation in progress: no transient

commit script changes

Aug 3 15:46:56 chiron mgd[2444]: UI_COMMIT_PROGRESS: Commit operation in progress: finished
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loading commit script changes

Aug 3 15:46:56 chiron mgd[2444]: UI_COMMIT_PROGRESS: Commit operation in progress: exporting

juniper.conf

.....

Aug 3 15:47:51 chiron idpd[2678]: IDP_POLICY_LOAD_SUCCEEDED: IDP

policy[/var/db/idpd/bins/idpengine.bin.gz.v] and

detector[/var/db/idpd/sec-repository/installed-detector/libidp-detector.so.tgz.v] loaded

successfully(Regular load).

Aug 3 15:47:51 chiron idpd[2678]: IDP_COMMIT_COMPLETED: IDP policy commit is complete.

......

Aug 3 15:47:51 chiron chiron sc_set_flow_max_sessions: max sessions set 16384

意味 set security idp active-policy コマンドをコミットした後にバックグラウンドで実行される処

理を示すログ メッセージを表示します。 このサンプル出力では、ポリシーのコンパイル、セ

ンサーの構成、およびポリシーのロードが成功していることがわかります。

IDP シグネチャ データベースのバージョンの確認

目的 シグネチャ データベースのバージョンを表示します。

アクション CLI の動作モードで、show security idp security-package-version と入力します。

出力例

user@host> show security idp security-package-version

Attack database version:31(Wed Apr 16 15:53:46 2008)

Detector version :9.1.140080400

Policy template version :N/A

意味 この出力は、IDP 対応デバイスに存在するシグネチャ データベース、プロトコル検出器、およ

びポリシー テンプレートのバージョン番号を示します。 以下の情報を確認します。

• Attack database version—2008 年 4 月 16 日現在、このデバイスでアクティブなシグネチャ

データベースのバージョンは 31 です。

• Detector version—現在デバイスで実行されている IDP プロトコル検出器のバージョン番号を

示します。

• Policy template version—CLI で request security idp security-package install

policy-templates 構成ステートメントを実行したときに /var/db/scripts/commit ディレクト

リにインストールされたポリシー テンプレートのバージョンを示します。

show security idp security-package-version の出力の詳しい説明については、 『Junos OS CLI

Reference』を参照してください。
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第27章

IDP アプリケーション識別

• IDP アプリケーション識別 941ページ

• ネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別 945ページ

• IDP メモリおよびセッション制限 946ページ

• アプリケーション識別処理の IDP カウンタの確認 948ページ

IDP アプリケーション識別

• IDP アプリケーション識別について 941ページ

• 攻撃オブジェクトによる IDP サービスおよびアプリケーション バインディングについ

て 942ページ

• 例: IDP ポリシーでのアプリケーション識別の構成 944ページ

IDP アプリケーション識別について

Juniper Networks では、非標準ポートで実行されている伝送制御プロトコル（TCP）およびユー

ザー データグラム プロトコル（UDP）アプリケーションを検出する定義済みアプリケーション

シグネチャを提供しています。 これらのアプリケーションを識別することにより、非標準ポー

トで実行されているアプリケーションに対して適切な侵入検出および防止（IDP）攻撃オブジェ

クトを適用できます。 また、アプリケーションの攻撃シグネチャのスコープをデコーダなしで

絞り込むことにより、パフォーマンスも向上します。

IDP センサーはネットワークを監視し、IDP ルールベースで定義された特定のルールに基づい

て不審なネットワーク トラフィックや異常なネットワーク トラフィックを検出します。 さら

に、プロトコルまたはアプリケーションに基づいて攻撃オブジェクトをトラフィックに適用し

ます。 センサーはアプリケーション シグネチャを使用して、非標準ポートで実行されている

既知および未知のアプリケーションを識別し、適切な攻撃オブジェクトを適用します。

アプリケーション シグネチャは、Juniper Networks が提供するセキュリティ パッケージの一

部として入手できます。 ユーザーはセキュリティ パッケージの更新とともに定義済みアプリ

ケーション シグネチャをダウンロードします。 アプリケーション シグネチャを作成すること

はできません。 セキュリティ パッケージのダウンロードの詳細については、931ページの「「IDP

シグネチャ データベースの手動更新の概要」」を参照してください。

アプリケーション シグネチャは、セッションの最初のパケット内でパターンを照合することに

よってアプリケーションを識別します。 IDP センサーによるパターンの照合は、クライアント

からサーバーへのセッションとサーバーからクライアントへのセッションの両方で行われます。
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アプリケーション識別は、アプリケーション識別を要求するサービス（IDP、AppFW、AppTrack、

AppQoS など）がアプリケーション識別を実行するよう設定されている場合にのみ、デフォルト

で有効になります。 このようなポリシーまたは構成が存在しない場合、アプリケーション識別

は自動的に実行されません。 ただし、ポリシー ルールでアプリケーションを指定した場合は、

アプリケーション識別の結果ではなく指定したアプリケーションが IDP に使用されます。 ポ

リシー ルールでアプリケーションを指定する手順については、875ページの「「例: IDP アプリ

ケーションおよびサービスの構成」」を参照してください。

注: アプリケーション識別はデフォルトで有効になっています。 CLI によってアプ

リケーション識別を無効にするには、1299ページの「「Disabling Junos OS

Application Identification (CLI Procedure)」」を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1299ページのJunos OS アプリケーション識別の無効化（CLI 手順）

• 942ページの攻撃オブジェクトによる IDP サービスおよびアプリケーション バインディング

について

• 945ページのネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別について

• Understanding the IDP Application System Cache

• 946ページのIDP アプリケーション識別のメモリおよびセッション制限設定について

• 944ページの例: IDP ポリシーでのアプリケーション識別の構成

攻撃オブジェクトによる IDP サービスおよびアプリケーション バインディングについて

攻撃オブジェクトは以下のいくつかの方法でアプリケーションおよびサービスにバインドでき

ます。

• サービス定義を持たずに暗黙的にアプリケーションにバインドできます。 この場合は、コン

テキストまたはアノーマリの名前に基づいてアプリケーションにバインドされます。

• サービス名を使用してサービスにバインドできます。

• TCP または UDP ポート、ICMP タイプまたはコード、または RPC プログラム番号を使用して

サービスにバインドできます。

指定したアプリケーションまたはサービス バインディングが適用されるかどうかは、完全な攻

撃オブジェクト定義と IDP ポリシー構成によって決まります。

• 攻撃オブジェクト定義でアプリケーションを指定した場合、サービス フィールドは無視され

ます。 その攻撃オブジェクトは指定されたサービスではなくアプリケーションにバインドさ

れます。 ただし、攻撃オブジェクト定義でサービスのみを指定し、アプリケーションを指定

しなかった場合、その攻撃オブジェクトはサービスにバインドされます。 943ページの表121

に、アプリケーションおよびサービス バインディングの動作とアプリケーション識別の関係

を示します。
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表121: アプリケーションおよびサービスとアプリケーション識別の関係

アプリケーション識別バインディング動作

攻撃オブジェクト フィー

ルド

有効• アプリケーション HTTP にバインドされます。

• サービス フィールドは無視されます。

:application (http)

:service (smtp)

有効アプリケーション HTTP にバインドされます。:service (http)

無効TCP ポート 80 にバインドされます。:service (tcp/80)

たとえば、以下の攻撃オブジェクト定義では、この攻撃オブジェクトはアプリケーション

HTTP にバインドされ、アプリケーション識別は有効になり、サービス フィールドの SMTP は

無視されます。

: (“http-test”

:application (“http”)

:service (“smtp”)

:rectype (signature)

:signature (

:pattern (“.*TERM=xterm; export TERM=xterm; exec bash – i\x0a\x.*”)

:type (stream)

)

:type (attack-ip)

)

• 攻撃オブジェクトがサービス固有のコンテキスト（たとえば、http-url など）およびアノー

マリ（たとえば、tftp_file_name_too_long など）に基づく場合、アプリケーション フィー

ルドとサービス フィールドの両方が無視されます。 サービス コンテキストとアノーマリは

アプリケーションを暗黙的に示します。したがって、これらを攻撃オブジェクトで指定した

ときは、アプリケーション識別が適用されます。

• ポリシーで特定のアプリケーションを指定した場合は、攻撃オブジェクトで指定されたアプ

リケーション バインディングが上書きされます。 943ページの表122 に、バインディングと

IDP ポリシーのアプリケーション構成との関係を示します。

表122: IDP ポリシーのアプリケーション構成

アプリケーション識別バインディング動作

ポリシーのアプリケー

ション タイプ

• アプリケーションベースの攻撃オブジェク

トの場合は有効

• サービスベースの攻撃オブジェクトの場合

は無効

攻撃オブジェクト定義で構成されたアプリ

ケーションまたはサービスにバインドされま

す。

Default

無効攻撃オブジェクト定義で指定されたアプリ

ケーションにバインドされます。

Specific application
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表122: IDP ポリシーのアプリケーション構成 （続き）

アプリケーション識別バインディング動作

ポリシーのアプリケー

ション タイプ

無効すべてのアプリケーションにバインドされま

す。

Any

• IDP ポリシーでアプリケーションを指定する場合、攻撃オブジェクト定義で構成されたアプ

リケーション タイプと IDP ポリシーのアプリケーション タイプが一致する必要がありま

す。 ポリシー ルールで 2 つの異なるアプリケーション（攻撃オブジェクトとポリシーで異

なるアプリケーションを 1 つずつ）を指定することはできません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 941ページのIDP アプリケーション識別について

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

• 944ページの例: IDP ポリシーでのアプリケーション識別の構成

例: IDP ポリシーでのアプリケーション識別の構成

この例では、IDP ポリシーでアプリケーション識別を構成する方法を示します。

• 要件 944ページ

• 概要 944ページ

• 構成 945ページ

• 確認 945ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• アプリケーション パッケージをダウンロードします。

概要

この例では、IDP ポリシー ABC を作成し、IPS ルールベースにルール 123 を定義します。 IDP

ポリシー ルールでアプリケーション タイプとしてデフォルトを指定します。 デフォルトの代

わりにアプリケーションを指定した場合、このルールについてアプリケーション識別機能は無

効になり、指定したアプリケーション タイプのトラフィックが照合されます。 現時点では、

application-identification で定義されたアプリケーションを直接参照することはできませ

ん。
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構成

ステップごとの手順 IDP ポリシーでアプリケーション識別を構成するには、以下の手順に従います。

1. IDP ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# set security idp idp-policy ABC

2. アプリケーション タイプを指定します。

[edit]

user@host# set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule 123 match application

default

3. 一致条件が満たされたときに実行するアクションを指定します。

[edit]

user@host# set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule 123 then action no-action

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security idp コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1272ページのOS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて

• 941ページのIDP アプリケーション識別について

• 947ページの例: IDP アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限の設定

• 1296ページのアプリケーション システム キャッシュ統計の確認

ネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別

• ネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別について 945ページ

• 例: ネストされたアプリケーションに関する IDP アプリケーション情報の攻撃ロギングへの

追加（CLI） 946ページ

ネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別について

アプリケーション プロトコル カプセル化の有用性から、同じレイヤー 7 プロトコルで実行さ

れている複数の異なるアプリケーションの識別をサポートするよう求めるニーズが発生しまし

た。 たとえば、Facebook や Yahoo Messenger などのアプリケーションは、両方とも HTTP 経

由で動作しますが、同じレイヤー 7 プロトコルで動作する 2 つの異なるアプリケーションと

して識別される必要があります。 これを実現するため、現在のアプリケーション識別レイヤー

はレイヤー 7 アプリケーションとレイヤー 7 プロトコルの 2 つのレイヤーに分割されていま

す。
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組み込まれた定義済みアプリケーション シグネチャはレイヤー 7 アプリケーションを検出す

るために作成されていますが、既存のレイヤー 7 プロトコル シグネチャは引き続き同じよう

に機能します。 これらの定義済みアプリケーション シグネチャを攻撃オブジェクトで使用で

きます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 941ページのIDP アプリケーション識別について

• Activating IDP Application Identification for Nested Applications (CLI Procedure)

• 946ページの例: ネストされたアプリケーションに関する IDP アプリケーション情報の攻撃ロ

ギングへの追加（CLI）

例: ネストされたアプリケーションに関する IDP アプリケーション情報の攻撃ロギングへの追加（CLI）

ネストされたアプリケーションの情報は IDP 攻撃ロギングの “service” から “rule” ま

での間に追加され、これによって検出されたレイヤー 7 アプリケーションの情報を確認できま

す。 次の例では、ネストされたアプリケーションの情報としてログ ファイルに “Facebook”

が示されています。

Aug 29 20:46:32 4.0.0.254 RT_IDP: IDP_ATTACK_LOG_EVENT: IDP: at 1251603992, SIG Attack

log <4.0.0.1:33000->5.0.0.1:210> for TCP protocol and service SERVICE_IDP application

FACEBOOK by rule 1 of rulebase IPS in policy idpengine. attack: repeat=0, action=NONE,

severity=MEDIUM, name=http-url-attack-test, NAT <8.11.163.220:0->0.0.0.0:0>,

time-elapsed=0, inbytes=0, outbytes=0, inpackets=0, outpackets=0,

intf:untrust:ge-0/0/1.0->trust:ge-0/0/0.0, and misc-message -

注: IDP ロギングの詳細については、969ページの「「IDP ロギングについて」」を

参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 945ページのネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別について

• Activating IDP Application Identification for Nested Applications (CLI Procedure)

IDP メモリおよびセッション制限

• IDP アプリケーション識別のメモリおよびセッション制限設定について 946ページ

• 例: IDP アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限の設定 947ページ

IDP アプリケーション識別のメモリおよびセッション制限設定について

IDP シグネチャ データベースにアプリケーション シグネチャを作成することはできませんが、

アプリケーション識別を実行するセッションの数、およびアプリケーション識別のメモリ使用

量を制限するようセンサー設定を構成することは可能です。

• 単一セッションのメモリ制限—1 つの TCP または UDP セッションでアプリケーション識別に

関するパケットの保存に使用できる最大メモリ量（バイト数）を構成できます。 また、アプ

リケーション識別のグローバル メモリ使用量の制限を構成することもできます。 指定した
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メモリ制限に達したセッションでは、それ以降アプリケーション識別が無効になります。 た

だし、IDP のパターン照合は継続されます。 一致したアプリケーションは、次のセッション

で使用できるようにキャッシュに保存されます。 これにより、クライアントからサーバー宛

てのパケットを意図的に大量に送信することによってアプリケーション識別を回避しようと

試みる攻撃者からシステムを守ることができます。

• セッション数—アプリケーション識別を同時に実行できるセッションの最大数を構成できま

す。 指定したセッション数に達すると、それ以降アプリケーション識別が無効になります。

サービス拒否（DoS）攻撃は、大量の接続要求が殺到し、システム上の割り当てられたすべて

のリソースを使い果たすことによって生じます。そのため、セッション数を制限することで

DoS 攻撃を防ぐことができます。

947ページの表123 に、SRX3400、SRX3600、SRX5600、SRX5800 の各デバイスでの中央ポイント

（CP）セッションの最大数を示します。

表123: 最大 CP セッション数

中央ポイント（CP）最大セッションSRX シリーズ デバイス

コンボモード CP225 万SRX3400

コンボモード CP225 万SRX3600

フル CP

コンボモード CP

900 万

225 万

SRX5600

フル CP

コンボモード CP

1000 万

225 万

SRX5800

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 941ページのIDP アプリケーション識別について

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

• 931ページの例: IDP シグネチャ データベースの手動更新

• 947ページの例: IDP アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限の設定

例: IDP アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限の設定

この例では、IDP アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限を構成する方

法を示します。

• 要件 948ページ

• 概要 948ページ

• 構成 948ページ

• 確認 948ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• シグネチャ データベースをダウンロードします。 931ページの「「例: IDP シグネチャ デー

タベースの手動更新」」を参照してください。

概要

この例では、600 のセッションのみがアプリケーション識別を同時に実行できるよう制限を構

成します。 また、1 つの TCP セッションでアプリケーション識別に関するパケットの保存に

使用できる最大メモリ量を 5000 バイトに設定します。

構成

ステップごとの手順 IDP アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限を構成するには、以下の手

順に従います。

1. アプリケーション識別のセッション制限を指定します。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration application-identification

max-sessions 600

2. アプリケーション識別のメモリ制限を指定します。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration application-identification

max-tcp-session-packet-memory 5000

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security idp コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 946ページのIDP アプリケーション識別のメモリおよびセッション制限設定について

アプリケーション識別処理の IDP カウンタの確認

目的 アプリケーション識別処理の IDP カウンタを確認します。

アクション CLI から、show security idp counters application-identification コマンドを入力します。

出力例

user@host> show security idp counters application-identification
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IDP counters:

IDP counter type Value

AI cache hits 2682

AI cache misses 3804

AI matches 74

AI no-matches 27

AI-enabled sessions 3804

AI-disabled sessions 2834

AI-disabled sessions due to cache hit 2682

AI-disabled sessions due to configuration 0

AI-disabled sessions due to protocol remapping 0

AI-disabled sessions due to non-TCP/UDP flows 118

AI-disabled sessions due to no AI signatures 0

AI-disabled sessions due to session limit 0

AI-disabled sessions due to session packet memory limit 34

AI-disabled sessions due to global packet memory limit 0

意味 この出力はアプリケーション識別カウンタのサマリーを示します。 以下の情報を確認します。

• AI cache hits—アプリケーション識別キャッシュのヒット数を示します。

• AI cache misses—アプリケーションは一致したものの、アプリケーション識別キャッシュ エ

ントリが見つからなかった回数を示します。

• AI matches—アプリケーションが一致し、アプリケーション識別キャッシュ エントリが追加

された回数を示します。

• AI no-matches—アプリケーションが一致しなかった回数を示します。

• AI-enabled sessions—アプリケーション識別が有効であったセッションの数を示します。

• AI-disabled sessions—アプリケーション識別が無効であったセッションの数を示します。

• AI-disabled sessions due to cache hit—キャッシュ エントリが一致した後にアプリケー

ション識別が無効になったセッションの数を示します。 このセッションではアプリケーショ

ン識別処理は中止されます。

• AI-disabled sessions due to configuration—センサー構成のためにアプリケーション識別

が無効であったセッションの数を示します。

• AI-disabled sessions due to protocol remapping—IDP ポリシー ルール定義で特定のサー

ビスが構成されているためにアプリケーション識別が無効であったセッションの数を示しま

す。

• AI-disabled sessions due to non-TCP/UDP flows—セッションが TCP または UDP セッショ

ンでないためにアプリケーション識別が無効であったセッションの数を示します。

• AI-disabled sessions due to no AI signatures—アプリケーション識別シグネチャとの一致

が見つからなかったためにアプリケーション識別が無効であったセッションの数を示します。

• AI-disabled due to session limit—セッション数が指定された制限に達したためにアプリ

ケーション識別が無効であったセッションの数を示します。 以後のセッションでもアプリ

ケーション識別は無効になります。
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• AI-disabled due to session packet memory limit—セッションが TCP または UDP フローの

最大メモリ制限に達したためにアプリケーション識別が無効であったセッションの数を示し

ます。 以後のセッションでもアプリケーション識別は無効になります。

• AI-disabled due to global packet memory limit—最大メモリ制限に達したためにアプリケー

ション識別が無効であったセッションの数を示します。 以後のセッションでもアプリケー

ション識別は無効になります。

show security idp counters の出力の詳しい説明については、 『Junos OS CLI Reference』を

参照してください。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 941ページのIDP アプリケーション識別について

• 947ページの例: IDP アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限の設定

• 942ページの攻撃オブジェクトによる IDP サービスおよびアプリケーション バインディング

について

• 1296ページのアプリケーション システム キャッシュ統計の確認
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第28章

IDP SSL 監視

• IDP SSL の概要 951ページ

• サポートされている IDP SSL 暗号 952ページ

• IDP インターネット鍵交換について 953ページ

• IDP SSL サーバー鍵管理およびポリシー構成について 954ページ

• IDP SSL 鍵と関連サーバーの表示 954ページ

• IDP SSL 鍵と関連サーバーの追加 955ページ

• IDP SSL 鍵と関連サーバーの削除 956ページ

• IDP SSL 監視の構成（CLI 手順） 956ページ

• IDP 暗号鍵の取り扱いの概要 957ページ

IDP SSL の概要

セキュア ソケット レイヤー（SSL）（トランスポート レイヤー セキュリティ（TLS）とも呼

ばれます）は、認証、機密性、およびメッセージの完全性を提供する、Web セキュリティのた

めのプロトコル スイートです。 認証は、Web ブラウザが Web サーバーの身元を確認できるよ

うにすることで、不正な送信を防ぎます。 機密性メカニズムは、通信の秘密性を確保します。

SSL は、データを暗号化して不正なユーザーが電子通信を盗聴できないようにすることで、機

密性を実現します。 最後に、メッセージの完全性は、通信の内容が改ざんされていないことを

保証します。

各 SSL セッションはクライアントとサーバーのハンドシェイクによって開始されます。このハ

ンドシェイクにおいて、クライアントとサーバーは固有のセキュリティ鍵とそのセッションに

使用する暗号化アルゴリズムについて合意します。 このとき、クライアントによるサーバーの

認証も行われます。 オプションで、サーバーがクライアントを認証することもできます。 ハ

ンドシェイクが完了したら、暗号化データの送信を開始できます。

Juniper Networks では、異なる SSL のバージョン、暗号、および鍵交換方法で構成された SSL

プロトコル スイートを使用する侵入検出および防止（IDP）SSL 監視機能を提供しています。

SSL 監視機能をアプリケーション識別機能と組み合わせることにより、SRX シリーズ デバイス

で任意のポートの SSL で暗号化された HTTP トラフィックを検査できます。 以下の SSL プロ

トコルがサポートされています。

• SSLv2

• SSLv3
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• TLS

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 952ページのサポートされている IDP SSL 暗号

• 953ページのIDP インターネット鍵交換について

• 954ページのIDP SSL サーバー鍵管理およびポリシー構成について

• 956ページのIDP SSL 監視の構成（CLI 手順）

サポートされている IDP SSL 暗号

SSL 暗号は、暗号化に使用する暗号、認証方法、および圧縮で構成されます。 Junos OS は、

OPENSSL でサポートされている、一時的な秘密鍵の使用を必要としないすべての暗号をサポー

トします。 認証については、NULL、MD5、および SHA-1 認証方法がサポートされています。

注: 圧縮と SSLv2 暗号はサポートされていません。 現在、ほとんどの SSL サー

バーは、クライアントの “hello” メッセージで SSLv2 暗号を受け取ったとき、

自動的に TLS 暗号にアップグレードします。 使用可能な暗号の強度と、ブラウザ

がサポートしている暗号を確認するため、ブラウザをチェックしてください （暗号

がサポートされている暗号のリストに含まれていない場合、そのセッションではパ

ケットのディープ インスペクションは行われません）。

952ページの表124 に、SRX シリーズ デバイスでサポートされている暗号化アルゴリズムを示し

ます。

表124: サポートされている暗号化アルゴリズム

IV サイ

ズ

有効鍵

ビット数

拡張鍵マ

テリアル

鍵マテリ

アル

タイプエクスポー

ト可能

暗号

該当なし000ストリーム不可NULL

85688ブロック不可DES-CBC-SHA

81682424ブロック不可DES-CBC3-SHA

161281616ブロック不可AES128-SHA

162563232ブロック不可AES256-SHA

暗号化アルゴリズムの詳細については、505ページの「「VPN Overview」」を参照してください。

952ページの表125 に、サポートされている SSL 暗号を示します。

表125: サポートされている SSL 暗号

値暗号スイート
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表125: サポートされている SSL 暗号 （続き）

0x0001

0x0002

0x0009

0x000A

0x002F

0x0035

TLS_RSA_WITH_NULL_MD5

TLS_RSA_WITH_NULL_SHA

TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

注: RC4 暗号と IDEA 暗号は、ライセンスと OPENSSL ライブラリの利用可能性の関

係でサポートされていません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 951ページのIDP SSL の概要

• 953ページのIDP インターネット鍵交換について

• 954ページのIDP SSL サーバー鍵管理およびポリシー構成について

IDP インターネット鍵交換について

インターネット鍵交換（IKE）は、大量データの暗号化と認証用の対称鍵の生成に使用されるプ

リマスター シークレットを確立します。 RFC 2246 のセクション F.1.1 に、トランスポート

レイヤー セキュリティ（TLS）の認証と鍵交換の方法が定義されています。 2 つの鍵交換方法

は以下のとおりです。

• RSA—Rivest-Shamir-Adleman（RSA）は、参加者が SSL セッション中に使用される対称鍵また

はシークレットを作成する方法を制御する鍵交換アルゴリズムです。 RSA 鍵交換アルゴリズ

ムは最も一般に使用されている方法です。

• DSA—デジタル署名アルゴリズム（DSA）は、IKE フェーズ 1 プロポーザルに追加の認証オプ

ションを追加します。 DSA は RSA と同じように構成でき、同じように動作します。DSA を

使用する場合、ユーザーは DSA 証明書をインポートまたは作成し、DSA を使用するよう IKE

プロポーザルを構成する必要があります。 デジタル証明書は、RSA 署名、DSA 署名、および

IKE プロトコルにおける RSA 公開鍵暗号化ベースの認証方法に使用されます。

• Diffie-Hellman—Diffie-Hellman（DH）は、参加者が共有シークレット値を生成できる鍵交換

方法です。 この技術の強みは、通信路を通じてシークレット値を渡すことなく、セキュアで

ない媒体越しにシークレット値を作成できる点にあります。

これらの鍵交換方法は、固定サーバー鍵または一時サーバー鍵のどちらかを使用できます。 IDP

がプリマスター シークレットを正常に取得できるのは、固定サーバー鍵が使用されている場合

のみです。 インターネット鍵交換の詳細については、705ページの「「Understanding

Certificates and PKI」」を参照してください。

953Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第28章: IDP SSL 監視

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


注: Juniper IDP では、Diffie-Hellman 鍵交換を使用した SSL セッションは復号

化されません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 951ページのIDP SSL の概要

• 952ページのサポートされている IDP SSL 暗号

• 954ページのIDP SSL サーバー鍵管理およびポリシー構成について

• 956ページのIDP SSL 監視の構成（CLI 手順）

IDP SSL サーバー鍵管理およびポリシー構成について

デバイスでは最大 1000 個のサーバー秘密鍵をサポートできます。 1 つの鍵は最大 100 台の

サーバーで使用できます。 この最大数は、デバイスで使用可能な SPU の数にかかわらず同じ

です。その理由は、本質的に各 SPU はすべての鍵にアクセスできる必要があるためです。

複数のサーバーが同じ秘密鍵を共有することは可能ですが、1 台のサーバーが持つことができ

る秘密鍵の数は 1 つだけです。 SSL 復号化はデフォルトでは無効になっています。 平文鍵と

暗号化鍵の両方がサポートされています。

注: Junos OS では、SSL 鍵ファイルは暗号化されません。

注: SSL セッション ID キャッシュ タイムアウト パラメータは、set security idp

sensor-configuration ssl-inspection session-id-cache-timeout コマンドを使用

して設定できます。 キャッシュ タイムアウト パラメータのデフォルト値は 600

秒です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 951ページのIDP SSL の概要

• 954ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの表示

• 955ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの追加

• 956ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの削除

• 956ページのIDP SSL 監視の構成（CLI 手順）

IDP SSL 鍵と関連サーバーの表示

• インストールされているすべてのサーバー鍵と関連サーバーを表示するには、次の CLI コマ

ンドを使用します。

user@host> show security idp ssl-inspection key
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すべてのサーバー鍵とそれらの鍵に結び付けられた IP アドレスが表示されます。 以下の例

は、show security idp ssl-inspection key コマンドを使用したときの CLI 出力を示します。

Total SSL keys : 2

SSL server key and ip address :

Key : key1, server : 1.1.1.1

Key : key2, server : 2.2.2.2

Key : key2, server : 2.2.2.3

• 特定の鍵に結び付けられた IP アドレスを表示するには、次の CLI コマンドを使用します。

user@host> show security idp ssl-inspection key <key-name>

以下の例は、show security idp ssl-inspection key <key-name> コマンドを使用したときの

CLI 出力を示します。

Key : key1, server : 1.1.1.1

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 954ページのIDP SSL サーバー鍵管理およびポリシー構成について

• 955ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの追加

• 956ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの削除

IDP SSL 鍵と関連サーバーの追加

鍵をインストールするとき、鍵をパスワードで保護し、さらにその鍵をサーバーに関連付ける

ことができます。

Privacy-Enhanced Mail（PEM）鍵をインストールするには、次の CLI コマンドを使用します。

user@host> request security idp ssl-inspection key add <key-name> [file <file-path>]

server <server-ip> [password <password-string>]

注: 2 ノードの SRX クラスタで request コマンドを成功させるためには、ノード

0 とノード 1 の同じ場所に鍵を手動でコピーする必要があります。

また、後で add server CLI コマンドを使用して鍵をサーバーに関連付けることもできます。

サーバーに関連付けできる鍵は 1 つだけです。 サーバーをインストール済みの鍵に関連付け

るには、次の CLI コマンドを使用します。

user@host> request security idp ssl-inspection key add <key-name> server <server-ip>

注: 鍵名の最大長は 32 バイトです（末尾の “\0” を含む）。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 954ページのIDP SSL サーバー鍵管理およびポリシー構成について

• 954ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの表示
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• 956ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの削除

IDP SSL 鍵と関連サーバーの削除

• すべての鍵とサーバーを削除するには、次の CLI コマンドを使用します。

user@host> request security idp ssl-inspection key delete

インストールされているすべての鍵が関連サーバーとともに削除されます。

• 特定の鍵とその鍵に関連付けられたすべてのサーバーを削除するには、次の CLI コマンドを

使用します。

user@host> request security idp ssl-inspection key delete <key-name>

指定した鍵とその鍵に関連付けられたすべてのサーバーが削除されます。

• 単一のサーバーを削除するには、次の CLI コマンドを使用します。

user@host> request security idp ssl-inspection key delete <key-name> server <server-ip>

指定した鍵に結び付けられた指定したサーバーが削除されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 954ページのIDP SSL サーバー鍵管理およびポリシー構成について

• 954ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの表示

• 955ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの追加

IDP SSL 監視の構成（CLI 手順）

SSL デコーダはデフォルトで有効になっています。 CLI によって SSL デコーダを手動で有効

にする場合は、次の CLI コマンドを使用します。

set security idp sensor-configuration detector protocol-name SSL tunable-name sc_ssl_flags

tuneable-value 1

IDP SSL 監視を構成するには、次の CLI 手順を使用します。

[edit security]

idp {

sensor-configuration {

ssl-inspection {

sessions <number>;

}

}

これで、センサーがその鍵/サーバーのペアを持つトラフィックを監視するようになります。

注: SPU あたりのサポートされている最大セッション: デフォルト値は 10,000 で、

範囲は 1 ～ 100,000 です。 このセッション制限は SPU ごとに適用され、デバイ

スの SPU の数にかかわらず同じです。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 951ページのIDP SSL の概要

• 953ページのIDP インターネット鍵交換について

• 954ページのIDP SSL サーバー鍵管理およびポリシー構成について

IDP 暗号鍵の取り扱いの概要

侵入検出および防止（IDP）セキュア ソケット レイヤー（SSL）復号化機能に関して、SRX シ

リーズ デバイスは構成された RSA 秘密鍵をメモリにロードし、それらの鍵を使用して SSL

セッション鍵を確立してからデータを復号化します。 これらの鍵を使用して通常の暗号化また

は復号化操作を行う前に、RSA 鍵を復号化し、完全性をチェックする必要があります。

この機能の主な目的は、IDP によって使用される RSA 秘密鍵がプレーン テキストまたは容易

に判読/使用可能な形式で保存されないようにすることにあります。 これらの鍵は、通常の暗

号化または復号化操作を行うために復号化されます。 この機能はまた、あるメモリ場所から別

のメモリ場所に鍵をコピーするときのエラー検出チェック、および鍵が不要になったときに中

間ストレージを非ゼロ パターンで上書きする操作にも関係します。

この機能を有効にするには、set security idp sensor-configuration ssl-inspection

key-protection CLI 構成コマンドを使用します。

関連項目 • Junos OS CLI Reference

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices
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第29章

IDP サービス クラス アクション

• IDP サービス クラス アクションの概要 959ページ

• 例: IDP ポリシーでの CoS アクションの適用 960ページ

IDP サービス クラス アクションの概要

差別化サービス（DS）は、優先順位の階層内の場所でトラフィックをタグ付け（または「マー

キング」）するためのシステムです。 差別化サービス コード ポイント（DSCP）マーキング

は、Junos OS サービス クラス（CoS）レベルを IP パケット ヘッダー内の DSCP フィールド

にマップします。 SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、SRX5800 の各デバイスでは、次の 2

つのソフトウェア モジュールによって IP パケット内の DSCP 値を書き換えることができま

す。

• エグレス インターフェース上の差別化サービス コード ポイント（DSCP）リライタ

• IDP ポリシーに準拠した IDP モジュール

データ プレーンでは、パケットがエグレス インターフェースに到達する前に、IDP モジュー

ルがセキュリティ フロー モジュールにパケットの DSCP 値を書き換えるよう通知できます。

IDP モジュールとインターフェースベース リライタは、互いに異なる独立したルールに基づい

て DSCP 値を書き換えます。 IDP モジュールは IDP ポリシーに基づいてパケットの DSCP 値

を書き換えるのに対し、インターフェースベース リライタはパケット分類結果に基づいてパ

ケットの DSCP 値を書き換えます。 したがって、書き換えに関する決定が IDP モジュールと

インターフェースベース リライタの間で異なる場合があります。

インターフェースベース リライタは、パケットの転送クラスを、書き換えルールとして構成さ

れた転送クラスのセットと比較することによって、DSCP 値を書き換えます。 この転送クラス

のセットに属さない転送クラスが IDP モジュールによって設定された場合、インターフェース

ベース リライタはパケットの DSCP 値を書き換えません。

注: 転送クラスは、パケットの DSCP 値の書き換え処理に影響を与えるのに加えて、

デバイスでのトラフィックの優先順位付けにも使用されます。 転送クラスをキュー

番号に割り当てることにより、SRX シリーズ デバイスを通過するパケットのスケ

ジューリングとマーキングを制御できます。 転送クラスの詳細については、

「Forwarding Classes Overview」を参照してください。
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IDP モジュールはパケットの DSCP 値を書き換えるとき、パケットに関連付けられた転送クラ

スを、エグレス インターフェースベース リライタのルールとして定義された転送クラスのセッ

トから外れるように設定できます。 書き換えルールの詳細については、「Rewrite Rules

Overview」および「Example: Configuring and Applying Rewrite Rules」を参照してくださ

い。

インターフェースベース リライタはこのようなパケットを処理するとき、パケットの転送クラ

スが、書き換えルールに定義されているどのクラスとも一致しないと認識します。そのため、

このパケットの DSCP 値は変更しません。 その結果、パケットの DCSP 値は IDP モジュール

によってマークされ、インターフェースベース リライタはバイパスされます。 IDP モジュー

ルとインターフェースベース リライタに別々の転送クラスを定義するには、[edit

class-of-service] 階層レベルで set forwarding-class ステートメントを使用します。 たと

えば、転送クラス fc0、fc1、fc2、fc3 を IDP モジュールに対して定義し、転送クラス fc4、

fc5、fc6、fc7 をインターフェースベース リライタに対して定義できます。 Junos OS では、

複数の転送クラスを 1 つの優先キューにマップできます。 したがって、転送クラスの数を

キューの数より多くすることができます。

注: インターフェースベース リライタと IDP モジュールの両方が DSCP 値を書き

換えようとする場合は、IDP モジュールの方がインターフェースベース リライタよ

りも優先されます。これは、IDP による DSCP 値のマーキングはパケットに関する

より多くの情報に基づいて行われるためです。また、IDP の方がインターフェース

ベース リライタ モジュールよりもセキュリティ基準が厳格であることもその理由

となります。

IDP モジュールによって DSCP 値を書き換え、インターフェースベース リライタをバイパスす

る方法を示す構成例については、960ページの「「例: IDP ポリシーでの CoS アクションの適

用」」を参照してください。

例: IDP ポリシーでの CoS アクションの適用

パケットがネットワークに出入りするとき、デバイスでパケットの CoS 設定を変更しなければ

ならない場合があります。 書き換えルールにより、パケットのヘッダーにある CoS ビットの

値が設定されます。 また、コア デバイスによる BA 分類に対応するため、多くの場合、デバ

イスのインバウンド インターフェースで特定のマーカー（DSCP など）を書き換える必要があ

ります。

SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、SRX5800 の各デバイスでは、次の 2 つのソフトウェア

モジュールによって IP パケット内の DSCP 値を書き換えることができます。

• エグレス インターフェース上の DSCP リライタ

• IDP ポリシーに準拠した IDP モジュール

この例では、転送クラスを、パケットの DSCP 値を書き換えるアクション項目として定義する

IDP ポリシーを作成する方法を示します。

• 要件 961ページ

• 概要 961ページ
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• 構成 961ページ

• 確認 966ページ

要件

始める前に、CoS の構成要素を確認します。 『Junos OS Class of Service Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

概要

この例では、IDP モジュールによって DSCP 値を書き換え、インターフェースベース リライタ

をバイパスする方法を示します。 DSCP 値を書き換える IDP ポリシーを作成するときは、以下

を指定する必要があります。

• IDP モジュールとインターフェースベース リライタに別々の転送クラスを構成します。 こ

の例では、fc1 ～ fc8 の 8 個の転送クラスを構成します。 これら 8 個の転送クラスのう

ち、fc1 ～ fc4 の 4 個のクラスをインターフェースベース リライタに割り当て、残りの 4

個（fc5 ～ fc8）を IDP モジュールに割り当てます。 これら 8 個の転送クラスを、キュー

0 ～ 3 の 4 個の優先キューにマップします。

• 転送クラス fc1 ～ fc4 を使用して DSCP リライタ（rw_dscp）を構成します。

• DSCP リライタと同じ転送クラスを使用して DSCP クラシファイア（c1）を構成します。 基

本的にこのクラシファイアは、入力、転送クラス、および損失優先度をリライタに提供しま

す。

• DSCP リライタ rw_dscp を論理インターフェイス ge-0/0/5 に適用します。

• クラシファイア c1 を論理インターフェイス ge-0/0/6 に適用します。

• 新しい IDP ポリシー（cos-policy）を作成し、class-of-service forwarding-class fc5 を

アクションとして割り当てます。

注: DSCP が IDP によって確実に書き換えられるようにするには、同じ転送クラ

スを使用して IDP ポリシーとインターフェースベース DSCP 書き換えルールを構

成しないことが重要です。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set class-of-service forwarding-classes queue 0 fc1

set class-of-service forwarding-classes queue 1 fc2

set class-of-service forwarding-classes queue 2 fc3

set class-of-service forwarding-classes queue 3 fc4

set class-of-service forwarding-classes queue 0 fc5

set class-of-service forwarding-classes queue 1 fc6

set class-of-service forwarding-classes queue 2 fc7

set class-of-service forwarding-classes queue 3 fc8

set class-of-service rewrite-rules dscp rw_dscp
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set class-of-service rewrite-rules dscp rw_dscp forwarding-class fc1 loss-priority low

code-point 000000

set class-of-service rewrite-rules dscp rw_dscp forwarding-class fc2 loss-priority low

code-point 001000

set class-of-service rewrite-rules dscp rw_dscp forwarding-class fc3 loss-priority low

code-point 010000

set class-of-service rewrite-rules dscp rw_dscp forwarding-class fc4 loss-priority low

code-point 011000

set class-of-service classifiers dscp c1 forwarding-class fc1 loss-priority low code-points

111111

set class-of-service classifiers dscp c1 forwarding-class fc2 loss-priority low code-points

110000

set class-of-service classifiers dscp c1 forwarding-class fc3 loss-priority low code-points

100000

set class-of-service classifiers dscp c1 forwarding-class fc4 loss-priority low code-points

000000

set class-of-service interfaces ge-0/0/5 unit 0 rewrite-rules dscp rw_dscp

set class-of-service interfaces ge-0/0/6 unit 0 classifiers dscp c1

set security idp idp-policy cos-policy

set security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips

set-security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule r1

set-security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule r1 match from-zone any to-zone

any application default

set-security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule r1 match attacks

predefined-attack-groups 'P2P - All'

set security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule r1 then action class-of-service

forwarding-class fc5

set security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule r1 then action class-of-service

dscp-code-point 62

set security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule r1 then notification log-attacks

set security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule r1 then severity critical

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

転送クラスを DSCP 書き換えの通知アクションとして使用する IDP ポリシーを構成するには、

以下のタスクを実行します。

1. 転送クラスを構成します。

8 個の転送クラスと 4 個の優先キューの間の 1 対 1 のマッピングを構成するには、[edit

class-of-service] 階層レベルで以下のステートメントを入力します。

[edit class-of-service]

user@host# set forwarding-class fc1 queue-num 0

user@host# set forwarding-class fc2 queue-num 1

user@host# set forwarding-class fc3 queue-num 2

user@host# set forwarding-class fc4 queue-num 3

user@host# set forwarding-class fc5 queue-num 0

user@host# set forwarding-class fc6 queue-num 1

user@host# set forwarding-class fc7 queue-num 2

user@host# set forwarding-class fc8 queue-num 3

2. 転送クラスを使用して DSCP リライタを構成します。
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[edit class-of-service]

user@host# set rewrite-rules dscp rw_dscp forwarding-class fc1 loss-priority low

code-point 000000

user@host# set rewrite-rules dscp rw_dscp forwarding-class fc2 loss-priority low

code-point 001000

user@host# set rewrite-rules dscp rw_dscp forwarding-class fc3 loss-priority low

code-point 010000

user@host# set rewrite-rules dscp rw_dscp forwarding-class fc4 loss-priority low

code-point 011000

3. DSCP リライタと同じ転送クラスを使用して BA クラシファイアを構成します。

[edit class-of-service]

user@host# set classifiers dscp c1 forwarding-class fc1 loss-priority low code-points

111111

user@host# set classifiers dscp c1 forwarding-class fc2 loss-priority low code-points

110000

user@host# set classifiers dscp c1 forwarding-class fc3 loss-priority low code-points

100000

user@host# set classifiers dscp c1 forwarding-class fc4 loss-priority low code-points

000000

4. リライタを論理インターフェイスに適用します。

[edit class-of-service]

user@host# set interfaces ge-0/0/5 unit 0 rewrite-rules dscp rw_dscp

5. クラシファイアを論理インターフェイスに適用します。

[edit class-of-service]

user@host# set interfaces ge-0/0/6 unit 0 classifiers dscp c1

6. 転送クラスのアクションを持つ IDP ポリシーを構成します。

以下の手順は、IDP ポリシーにアクションの 1 つとして class-of-service

forwarding-class を含める方法を示します。 ポリシー cos-policy で forwarding-class

fc5 と dscp-code-point 62 をアクションとして定義します。後者のアクションは、DSCP

値を 62 に書き換えます。 IDP モジュールが R1 のアクションを実行すると、セキュリ

ティ フロー モジュールによってパケットの DSCP 値が 62 に書き換えられ、転送クラス

が fc5 に設定されます。

転送クラスを IDP ポリシーのアクションの 1 つとして設定するには、以下のタスクを実

行します。

a. 意味のある名前を指定してポリシーを作成します。

[edit ]

user@host# edit security idp idp-policy cos-policy

b. ルールベースをポリシーに関連付けます。

[edit security idp idp-policy cos-policy ]

user@host# edit rulebase-ips

c. ルールをルールベースに追加します。

[edit security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips]

user@host# edit rule R1

d. ルールの一致基準を定義します。
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[edit security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set match from-zone any to-zone any application default

e. 一致基準として攻撃を定義します。

[edit security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set match attacks predefined-attack-groups 'P2P - All'

f. ルールのアクションとして転送クラスを指定します。

[edit security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then action class-of-service forwarding-class fc5

g. ルールのアクションとして dscp–code-point を指定します。

[edit security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then action class-of-service dscp-code-point 62

h. ルールの通知とロギング オプションを指定します。

[edit security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then notification log-attacks alert

i. ルールの重大度レベルを設定します。

[edit security idp idp-policy cos-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then severity critical

j. ポリシーをアクティブ化します。

[edit]

user@host# set security idp active-policy cos-policy

結果 構成モードで、show security idp コマンドと show class-of-service コマンドを入力して構成

を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修

正します。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy cos-policy {

rulebase-ips {

rule R1 {

match {

from-zone any;

to-zone any;

application default;

attacks {

predefined-attack-groups P2P - All;

}

}

then {

action {

class-of-service {

forwarding-class fc5;

dscp-code-point 62;

}

}

notification {
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log-attacks {

alert;

}

}

severity critical;

}

}

}

}

active-policy cos-policy;

[edit]

user@host# show class-of-service

classifiers {

dscp c1 {

forwarding-class fc1 {

loss-priority low code-points 111111;

}

forwarding-class fc2 {

loss-priority low code-points 110000;

}

forwarding-class fc3 {

loss-priority low code-points 100000;

}

forwarding-class fc4 {

loss-priority low code-points 000000;

}

}

}

forwarding-classes {

queue 0 fc5;

queue 1 fc6;

queue 2 fc7;

queue 3 fc8;

}

interfaces {

ge-0/0/5 {

unit 0 {

rewrite-rules {

dscp rw_dscp;

}

}

}

ge-0/0/6 {

unit 0 {

classifiers {

dscp c1;

}

}

}

}

rewrite-rules {

dscp rw_dscp {

forwarding-class fc1 {

loss-priority low code-point 000000;

}
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forwarding-class fc2 {

loss-priority low code-point 001000;

}

forwarding-class fc3 {

loss-priority low code-point 010000;

}

forwarding-class fc4 {

loss-priority low code-point 011000;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• IDP ポリシー構成の確認 966ページ

• CoS 構成の確認 966ページ

IDP ポリシー構成の確認

目的 転送クラス fc5 が IDP ポリシーのアクションとして構成されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp idp-policy cos-policy コマンドを入力します。

CoS 構成の確認

目的 8 個の転送クラスと 4 個の優先キューの間の 1 対 1 のマッピング、インターフェースへの

BA クラシファイアの適用、および書き換えルールが機能しているかどうかを確認します。

アクション 動作モードで、show class-of-service コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• Junos OS CLI Reference

• Junos OS Class of Service Configuration Guide for Security Devices

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 844ページの例: セキュリティ ポリシーでの IDP の有効化
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第30章

IDP パフォーマンスおよびキャパシティ
チューニング

• IDP のパフォーマンスおよびキャパシティ チューニングの概要 967ページ

• IDP のセッション キャパシティの構成（CLI 手順） 968ページ

IDP のパフォーマンスおよびキャパシティ チューニングの概要

このトピックでは、侵入検出および防止（IDP）セッションのパフォーマンスおよびキャパシ

ティ チューニングの概要について説明します。

IDP ポリシーを配備する場合、デバイスの IDP セッション キャパシティを増やすことができ

ます。 そのためには、提供されているコマンドを使用して、システムによるリソースの割り当

て方法を変更します。

maximize-idp-sessions コマンドを使用することで、IDP セッション キャパシティを増やすこ

とができます。 このモードでは、デフォルトで、ファイアウォール機能により大きなウェイト

値が割り当てられます。 IDP ポリシーに基づき、このウェイトを IDP 機能にシフトして IDP

のパフォーマンスを最大化できます。 ウェイトをシフトすると、特定のサービスのキャパシ

ティが増え、より多くの処理能力がそのサービスに割り当てられます。

注: IDP ポリシーを使用しない場合は、デバイスの IDP セッション キャパシティ

を増やさないでください。

出荷時のデバイスでは、セッション キャパシティは暗黙的なデフォルト設定になっています。

このデフォルト値では、ファイアウォール セッションにより大きなウェイトが与えられます。

このデフォルトを手動でオーバーライドするには、maximize-idp-sessions 設定を構成に追加し

ます。 そうすると、IDP セッション スケーリングに加えて、ファイアウォールおよび IDP 機

能に均等、ファイアウォール、IDP のいずれかのウェイト値を割り当てることができます。 一

般に、IDP ポリシーに IDP 推奨攻撃またはクライアントからサーバー方向の攻撃のみを含めた

場合、IDP 機能が使用する CPU リソースは少なくなります。そのため、この場合はファイア

ウォールにウェイトを与えるとデバイスのパフォーマンスが最大になります。 それに対して、

サーバーからクライアント方向の攻撃を IDP ポリシーに含めた場合、IDP 機能が使用する CPU

リソースは多くなります。 そのため、この場合は IDP にウェイトを与えるとパフォーマンス

が最大になります。 基本的に、ウェイトは目的の IDP ポリシーとパフォーマンスに基づいて

構成する必要があります。 そのためには、show security monitoring fpc number コマンドを使

967Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.



用して、パケット転送エンジンでの CPU リソース使用率を調べます。 このコマンドの詳細に

ついては、『Junos OS CLI Reference』を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 968ページのIDP のセッション キャパシティの構成（CLI 手順）

IDP のセッション キャパシティの構成（CLI 手順）

このトピックの構成手順では、IDP ポリシーのセッション キャパシティを変更する方法を説明

します。

これを行うには、maximize-idp-sessions コマンドを追加してから、IDP セッションを指定する

ウェイト オプションを追加します。

注: ウェイト オプションは、設定する maximize-idp-sessions コマンドによって異

なります。

1. アクティブな IDP ポリシーがある場合、次のコマンドを入力してデバイスの IDP セッショ

ン キャパシティを増やすことができます。

user@host# set security forwarding-process application-services maximize-idp-sessions

2. ファイアウォールおよび IDP 処理機能のウェイトをさらに調整できます。たとえば次のコ

マンドを使用すると、IDP ポリシーにより大きなウェイトが与えられます。

user@host# set security forwarding-process application-services maximize-idp-sessions

weight idp

3. 変更をコミットします。 セッション キャパシティ設定の変更を有効にするには、デバイス

を再起動する必要があります。

注: デバイスで IDP ポリシーが構成されていない場合に、IDP に対して

maximize-idp-sessions weight を有効にすると、構成をコミットするときに警告

メッセージが表示されます。 この警告が表示された場合は、構成した設定を削

除してください。

maximize-idp-sessions 設定をオフにするには、maximize-idp-sessions 構成を削除します。

注: maximize-idp-sessions 設定の変更を有効にするには、デバイスを再起動する必

要があります。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 967ページのIDP のパフォーマンスおよびキャパシティ チューニングの概要
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第31章

IDP ロギング

• IDP ロギングについて 969ページ

• IDP アプリケーションレベル DDoS ロギング 970ページ

• IDP ログ抑止属性 972ページ

• セキュリティ パケット キャプチャ 974ページ

• IC シリーズ UAC アプライアンスでの IDP ログ情報の使用について 980ページ

• 3G ワイヤレス モデム物理インターフェースについて 981ページ

• IDP アラームと監査 982ページ

IDP ロギングについて

侵入検出および防止（IDP）を有効にした後も、Junos OS の基本的なシステム ロギングは引き

続き機能します。 IDP 対応デバイスは、構成データベースへのユーザーのログインなど、日常

的な操作によって発生するイベントを記録し続けます。 構成ファイルにアクセスできないと

いった失敗やエラー状態も記録されます。 ユーザーはシステム メッセージを記録するファイ

ルを構成できるほか、重大度レベルなどの属性をメッセージに割り当てることもできます。 通

常のシステム ログ メッセージに加えて、IDP では攻撃のイベント ログも生成されます。

ロギングが有効になっている IDP ポリシー ルールにイベントが一致すると、IDP のイベント

ログが生成されます。 ロギング用のルールを構成すると、そのルールに一致するイベントごと

にログ エントリが作成されます。 CLI または J-Web を使用して、イベント ログを生成する

ポリシー ルールを構成できます。

IDP イベント ログは攻撃中に生成されるため、ログ生成が爆発的に起こり、大量のメッセージ

が攻撃中に生成されます。 他のイベント メッセージと比較して、攻撃によって生成されたメッ

セージはメッセージ サイズも大きくなります。 ログの量とメッセージ サイズはログ管理にお

ける重要な問題です。 ログ メッセージの量を適切に管理するため、IDP ではログ抑止がサポー

トされています。

ログ抑止を構成することにより、同じ期間に同じセッションまたは類似したセッションから発

生した同じログのインスタンスが複数作成されないようにすることができます。 ログ抑止を有

効にすると、複数回発生した同じイベントまたは攻撃に対して生成されるログの数が最小限に

なります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices
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• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 970ページのアプリケーションレベル DDoS ロギングについて

• 972ページのIDP ログ抑止属性について

• 974ページのセキュリティ パケット キャプチャについて

• 980ページのIC シリーズ UAC アプライアンスでの IDP ログ情報の使用について

IDP アプリケーションレベル DDoS ロギング

• アプリケーションレベル DDoS ロギングについて 970ページ

• 攻撃および IP アクション ロギングの有効化（CLI 手順） 972ページ

アプリケーションレベル DDoS ロギングについて

侵入検出および防止（IDP）では、攻撃、状態移行、IP アクションの 3 種類のアプリケーショ

ンレベル分散サービス拒否（アプリケーションレベル DDoS）イベント ログが生成されます。

これらのイベント ログはアプリケーションレベル DDoS の状態を把握するのに役立ち、保護対

象の各アプリケーション サーバーでアプリケーションレベル DDoS 攻撃が発生したことを知ら

せます。

アプリケーションレベル DDoS 攻撃イベント ログは、ロギングが有効になっていて、イベント

がアプリケーションレベル DDoS ポリシー ルールに一致したときに生成されます。 ロギング

を有効にしたルールを構成すると、そのルールに一致する攻撃イベントごとにログ エントリが

作成されます。 アプリケーションレベル DDoS ルールベースの詳細については、859ページの

「「IDP アプリケーションレベル DDoS ルールベースについて」」を参照してください。

攻撃イベント ログには以下の情報が含まれます。

• 生成時刻（ログが生成された日時）

• イングレスおよびエグレス ゾーンとインターフェースの情報

• ソースおよび宛先 IP アドレスとポート番号

• 接続レート、コンテキスト レート、およびコンテキスト値レート

• 時間バインディング情報

• ポリシー名

• ルールベース名とルール名

• アプリケーションレベル DDoS アプリケーション名

• レイヤー 4 プロトコル

• アプリケーション サービス（DNS や HTTP など）

• コンテキスト レートとコンテキスト値レート

• コンテキスト値（ASCII 形式と 16 進数形式）

• イベントに対して実行されたアクション
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アプリケーションレベル DDoS 攻撃イベント ログの量を減らすため、ロギングを有効にした

ルールで time-binding-count を指定してアプリケーションレベル DDoS アプリケーションを

構成した場合、アプリケーションレベル DDoS 攻撃イベント ログは、攻撃がそれぞれの

time-binding-period 秒数内に time-binding-count 回検出されたときにのみ生成されます。

アプリケーションレベル DDoS アプリケーションに対して time-binding-count が構成されて

いない場合、アプリケーションレベル DDoS 攻撃イベント ログは攻撃が検出されるたびに生成

され、ログ抑止の対象となります。 ログの repeat-count フィールドは、ログ抑止が適用され

た場合にこのログ イベントが何回送信されたかを表します。

アプリケーションレベル DDoS 状態移行イベント ログは、アプリケーション トランザクショ

ンの数が接続レートまたはコンテキスト値ヒット レートしきい値の設定を超えるか、その後再

び設定を下回ると、生成されます。 状態移行イベント ログはデフォルトで有効になっており、

ユーザーが構成した接続、コンテキスト、またはコンテキスト値しきい値に基づいて生成され

ます。 IDP の状態移行ではヒステリシスが考慮されているため、状態移行ログ イベントは、

受信トラフィックの接続レートまたはコンテキスト レートがしきい値の設定を 20%（デフォル

ト）下回った後に生成されます。

注: 状態移行ロギングはデフォルトで有効になっており、無効にすることはできま

せん。これは標準システム ロギングの一部です。

状態イベント ログには以下の情報が含まれます。

• 生成時刻（ログが生成された日時）

• 保護サーバーの IP アドレス

• ポート

• インターフェースとゾーン

• ポリシー名

• ルールベース名とルール名

• アプリケーションレベル DDoS アプリケーション名

• レイヤー 4 プロトコル

• アプリケーション サービス（DNS や HTTP など）

• 移行イベントの記述

• コンテキスト値の記述（ASCII 形式と 16 進数形式）

注: rulebase-ddos コマンドを使用できるのはハイエンド SRX シリーズ デバイス

（SRX3000 および SRX5000 シリーズ）のみです。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 972ページのIDP ログ抑止属性について

• 969ページのIDP ロギングについて
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• 980ページのIC シリーズ UAC アプライアンスでの IDP ログ情報の使用について

• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 攻撃の概要

• 972ページの攻撃および IP アクション ロギングの有効化（CLI 手順）

攻撃および IP アクション ロギングの有効化（CLI 手順）

攻撃および IP アクション ロギングを有効にするには、以下の手順に従います。

• 攻撃ログを有効にします。

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-name rulebase-ddos rule AppDDoS-rule-name then

notification log-attacks

• IP アクション ログを有効にします。

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-name rulebase-ddos rule AppDDoS-rule-name then

ip-action log

アプリケーションレベル DDoS ログを有効にすると、これらのログが通常のシステム ログに記

録されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices

• 970ページのアプリケーションレベル DDoS ロギングについて

• 972ページのIDP ログ抑止属性について

• 969ページのIDP ロギングについて

• 980ページのIC シリーズ UAC アプライアンスでの IDP ログ情報の使用について

• 909ページのIDP アプリケーションレベル DDoS 攻撃の概要

IDP ログ抑止属性

• IDP ログ抑止属性について 972ページ

• 例: IDP ログ抑止属性の構成 973ページ

IDP ログ抑止属性について

ログ抑止を有効にすると、複数回発生した同じイベントまたは攻撃に対して生成されるログの

数が最小限になります。 ログ抑止はデフォルトで有効になっています。 特定のログ抑止属性

を構成し、ニーズに従ってログを抑止できます。 ログ抑止を構成するときは、ログ報告間隔を

非常に短い時間に設定した場合、センサーのパフォーマンスに悪影響をもたらす可能性がある

ことに留意してください。
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以下のログ抑止属性を構成できます。

• ログ抑止の実行時に宛先アドレスを含める—ソース アドレスが一致するイベントのログ レ

コードを集約できます。 デフォルトでは、ログ抑止用のイベントを照合するときに宛先は考

慮されません。

• ログ抑止を開始するログ発生回数—特定のイベントがここで指定した回数発生すると、ログ抑

止が開始されます。 デフォルトでは、ログ抑止は初回発生後に開始されます。

• ログ抑止が作用するログの最大数—ログ抑止を有効にすると、同じイベントが複数回発生した

ことを識別するため、ログ レコードがキャッシュされます。 IDP が同時に追跡するログ レ

コードの数を指定できます。 デフォルトでは、ログ抑止が作用するログ レコードの最大数

は 16,384 です。

• 抑止されたログを報告する時間間隔—ログ抑止を有効にすると、同じイベントの発生回数が維

持管理されます。 指定した秒数が経過すると、発生回数を含む 1 つのログ エントリが書き

込まれます。 デフォルトでは、抑止されたログの報告間隔は 5 秒です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 969ページのIDP ロギングについて

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 849ページのIDP ポリシー ルールについて

• 973ページの例: IDP ログ抑止属性の構成

例: IDP ログ抑止属性の構成

この例では、ログ抑止属性を構成する方法を示します。

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• シグネチャ データベースをダウンロードします。 931ページの「「IDP シグネチャ データ

ベースの手動更新の概要」」を参照してください。

概要

ログ抑止を有効にすると、複数回発生した同じイベントまたは攻撃に対して生成されるログの

数が最小限になります。 ログ抑止はデフォルトで有効になっています。 特定のログ抑止属性

を構成し、ニーズに従ってログを抑止できます。

この例では、あるイベントが 2 回発生した後にログ抑止が開始されるようにし、ログ報告間隔

を 20 秒に設定します。
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構成

ステップごとの手順 ログ抑止属性を構成するには、以下の手順に従います。

1. ログ抑止を開始するログの数を指定します。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration log suppression start-log 2

2. 抑止されたログが報告される間隔を指定します。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration log suppression max-time-report

20

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

ログ統計情報を確認するには、show security idp counters log コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 931ページのIDP シグネチャ データベースの手動更新の概要

• 861ページの例: IDP IPS ルールベース用のルールの定義

• 972ページのIDP ログ抑止属性について

セキュリティ パケット キャプチャ

• セキュリティ パケット キャプチャについて 974ページ

• 例: セキュリティ パケット キャプチャの構成 975ページ

• 例: データパスのデバッグのためのパケット キャプチャの構成 977ページ

• セキュリティ パケット キャプチャの確認 980ページ

セキュリティ パケット キャプチャについて

攻撃の直前および直後に届いたパケットを見ると、試みられた攻撃の目的と範囲、攻撃が成功

したかどうか、および攻撃によってネットワークに何らかの被害が生じたかどうかを判断する

のに役立ちます。 また、偽陽性を最小限に抑える攻撃シグネチャを定義するうえでも、パケッ

ト分析は有効です。

攻撃のロギングとパケット キャプチャの両方を有効にすると、該当するセッションの、攻撃の

前後に届いた指定した数のパケットをキャプチャできます。 すべてのパケットが収集された

後、それらのパケットがデバイス管理インターフェース（DMI）からオフライン分析用のホスト

デバイスに送信されます。
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IDP ポリシー ルールの通知オプションを使用して、ルールが一致したときにパケット キャプ

チャが実行されるようにします。 さらに、キャプチャするパケット数と、関連するセッション

でのパケット キャプチャの長さも定義できます。

IDP センサー構成によって、パケット キャプチャのデバイス仕様を定義します。 このコマン

ドのオプションにより、パケット キャプチャに割り当てるメモリと、パケット キャプチャ オ

ブジェクトを送受信するソース デバイスとホスト デバイスを指定します。

show コマンドを実行すると、デバイスでのパケット キャプチャ アクティビティの進行状況、

成功、および失敗の詳細を示すパケット キャプチャ カウンタが表示されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 969ページのIDP ロギングについて

• 975ページの例: セキュリティ パケット キャプチャの構成

• 977ページの例: データパスのデバッグのためのパケット キャプチャの構成

• 980ページのセキュリティ パケット キャプチャの確認

例: セキュリティ パケット キャプチャの構成

この例では、セキュリティ パケット キャプチャを構成する方法を示します。

• 要件 975ページ

• 概要 975ページ

• 構成 975ページ

• 確認 977ページ

要件

始める前に、ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

概要

この例では、ポリシー pol0 のルール 1 に対してパケット キャプチャを構成します。 この

ルールでは、攻撃が発生した場合に攻撃前の 10 パケットと攻撃後の 3 パケットをキャプチャ

するよう指定し、攻撃後キャプチャのタイムアウトを 60 秒に設定します。 さらに、センサー

構成を変更して、使用可能なメモリの 5% と IDP セッションの 15% をパケット キャプチャに

割り当てます。 準備ができたパケット キャプチャ オブジェクトは、デバイス 10.56.97.3 か

らデバイス 10.24.45.7 のポート 5 に送信されます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security idp idp-policy pol0 rulebase-ips rule 1 then notification packet-log pre-attack

10 post-attack 3 post-attack-timeout 60

set security idp sensor-configuration packet-log total-memory 5 max-sessions 15

source-address 10.56.97.3 host 10.24.45.7 port 5
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

セキュリティ パケット キャプチャを構成するには、以下の手順に従います。

1. 構成階層で、ポリシー pol0 のルール 1 の通知レベルに移動します。

[edit]

user@host# edit security idp idp-policy pol0 rulebase-ips rule 1 then notification

2. 各パケット キャプチャのサイズと時間の制約を定義します。

[edit security idp idp-policy pol0 rulebase-ips rule 1 then notification]

user@host# set packet-log pre-attack 10 post-attack 3 post-attack-timeout 60

3. security idp sensor-configuration を有効にします。

[edit]

user@host# edit security idp sensor-configuration

4. パケット キャプチャに使用するデバイス リソースを割り当てます。

[edit security idp sensor-configuration]

user@host# set packet-log total-memory 5 max-sessions 15

5. パケット キャプチャ オブジェクトを送信するためのソース デバイスとホスト デバイス

を指定します。

[edit security idp sensor-configuration]

user@host# set packet-log source-address 10.56.97.3 host 10.24.45.7 port 5

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy pol0 {

rulebase-ips {

rule 1 {

then {

notification {

packet-log {

pre-attack 10;

post-attack 3;

post-attack-timeout 60;

}

}

}

}

}

}

sensor-configuration {

packet-log {

total-memory 5;

max-sessions 15;

source-address 10.56.97.3;

host {
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10.24.45.7;

port 5;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• セキュリティ パケット キャプチャの確認 977ページ

セキュリティ パケット キャプチャの確認

目的 セキュリティ パケット キャプチャを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp counters packet-log コマンドを入力します。

user@host> show security idp counters packet-log

IDP counters: Value

Total packets captured since packet capture was activated 0

Total sessions enabled since packet capture was activated 0

Sessions currently enabled for packet capture 0

Packets currently captured for enabled sessions 0

Packet clone failures 0

Session log object failures 0

Session packet log object failures 0

Sessions skipped because session limit exceeded 0

Packets skipped because total memory limit exceeded 0

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 974ページのセキュリティ パケット キャプチャについて

• 977ページの例: データパスのデバッグのためのパケット キャプチャの構成

• 980ページのセキュリティ パケット キャプチャの確認

例: データパスのデバッグのためのパケット キャプチャの構成

この例では、デバイスを通過するトラフィックを監視するためにパケット キャプチャを構成す

る方法を示します。 パケットのダンプ形式は PCAP ファイル形式にします。この形式でダンプ

されたパケットは、後で tcpdump ユーティリティによって調べることができます。

• 要件 977ページ

• 概要 978ページ

• 構成 978ページ

• 確認 979ページ

要件

始める前に、「Debugging the Data Path (CLI Procedure)」を参照してください。
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概要

トラフィックをフィルタリングするためにフィルタを定義します。そうすると、フィルタリン

グされたトラフィックにアクション プロファイルが適用されます。 アクション プロファイル

は、処理ユニットでのさまざまなアクションを指定します。 サポートされているアクションの

1 つにパケット ダンプがあります。このアクションは、パケットをルーティング エンジンに

送信し、show security datapath-debug capture コマンドを使用して読み取られる専用の形式に

保存します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security datapath-debug capture-file my-capture

set security datapath-debug capture-file format pcap

set security datapath-debug capture-file size 1m

set security datapath-debug capture-file files 5

set security datapath-debug maximum-capture-size 400

set security datapath-debug action-profile do-capture event np-ingress packet-dump

set security datapath-debug packet-filter my-filter action-profile do-capture

set security datapath-debug packet-filter my-filter source-prefix 1.2.3.4/32

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

パケット キャプチャを構成するには、以下の手順に従います。

1. パケット処理パスに沿った複数の処理ユニットに対する security datapath-debug オプ

ションを編集します。

[edit]

user@host# edit security datapath-debug

2. キャプチャ ファイル、ファイル形式、ファイル サイズ、およびファイルの数を有効にし

ます。 指定したサイズによってキャプチャ ファイルのサイズが制限されます。 サイズ

制限に達したら、ファイル数が指定されている場合は、キャプチャ ファイルがファイル

名 x にローテーションされます。この x は自動的にインクリメントされ、指定したイン

デックスに達したらゼロに戻ります。 ファイル インデックスが指定されていない場合に

は、サイズ制限に達した後、パケットは破棄されます。 デフォルト サイズは 512 キロ

バイトです。

[edit security datapath-debug]

user@host# set capture-file my-capture format pcap size 1m files 5

[edit security datapath-debug]

user@host# set maximum-capture-size 400

3. アクション プロファイルを有効にし、イベントを設定します。 アクション プロファイ

ルを do-capture として設定し、イベント タイプを np-ingress として設定します。

[edit security datapath-debug]

user@host# edit action-profile do-capture

[edit security datapath-debug action-profile do-capture]
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user@host# edit event np-ingress

4. アクション プロファイルに対してパケット ダンプを有効にします。

[edit security datapath-debug action-profile do-capture event np-ingress]

user@host# set packet-dump

5. パケット フィルタ、アクション、およびフィルタ オプションを有効にします。 パケッ

ト フィルタを my-filter に、アクション プロファイルを do-capture に、フィルタ オ

プションを source-prefix 1.2.3.4/32 に、それぞれ設定します。

[edit security datapath-debug]

user@host# set security datapath-debug packet-filter my-filter action-profile

do-capture

[edit security datapath-debug]

user@host# set security datapath-debug packet-filter my-filter source-prefix

1.2.3.4/32

結果 構成モードで、show security datapath-debug コマンドを入力して構成を確認します。 出力が

意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。 show security

datapath-debug コマンドからの出力を以下に示します。

security datapath-debug {

capture-file my-capture format pcap size 1m files 5;

maximum-capture-size 100

action-profile do-capture {

event np-ingress {

packet-dump

}

}

packet-filter my-filter {

source-prefix 1.2.3.4/32

action-profile do-capture }

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• パケット キャプチャの確認 979ページ

パケット キャプチャの確認

目的 パケット キャプチャが機能しているかどうかを確認します。

アクション 動作モードで request security datapath-debug capture start コマンドを入力してパケット

キャプチャを開始した後、request security datapath-debug capture stop コマンドを入力して

パケット キャプチャを停止します。

結果を表示するには、CLI 動作モードでローカル UNIX シェルにアクセスし、ディレクトリ

/var/log/my-capture に移動します。 tcpdump ユーティリティを使用して結果を読み取ること

ができます。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Debugging the Data Path (CLI Procedure)

• Understanding Data Path Debugging for SRX Series Devices

• 974ページのセキュリティ パケット キャプチャについて

• 975ページの例: セキュリティ パケット キャプチャの構成

• 980ページのセキュリティ パケット キャプチャの確認

セキュリティ パケット キャプチャの確認

目的 CLI プロンプトから次の show コマンドを発行して、パケット キャプチャの統計情報を監視し

ます。

アクション user@host> show security idp counters packet-log

IDP counters: Value

Total packets captured since packet capture was activated 0

Total sessions enabled since packet capture was activated 0

Sessions currently enabled for packet capture 0

Packets currently captured for enabled sessions 0

Packet clone failures 0

Session log object failures 0

Session packet log object failures 0

Sessions skipped because session limit exceeded 0

Packets skipped because total memory limit exceeded 0

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 974ページのセキュリティ パケット キャプチャについて

• 975ページの例: セキュリティ パケット キャプチャの構成

• 977ページの例: データパスのデバッグのためのパケット キャプチャの構成

IC シリーズ UAC アプライアンスでの IDP ログ情報の使用について

統合型アクセス管理（UAC）用の IC シリーズ UAC アプライアンスは、Juniper Networks デバ

イスから送信された侵入検出および防止（IDP）攻撃ログ情報を使用して、IDP ログに攻撃の検

出が記録されているトラフィックに対してアクセス ポリシーを適用できます。 これらの IDP

ログは、セキュアな通信チャネルを使用して IC シリーズ アプライアンスに直接かつ安全に送

信されます。 IDP 攻撃ログは、JUEP 通信チャネルを通じて IC シリーズ アプライアンスに送

信されます。

このトピックには以下のセクションがあります。

• IC シリーズ UAC アプライアンスへのメッセージのフィルタリング 981ページ

• IC シリーズ UAC アプライアンスでのロギングの構成 981ページ
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IC シリーズ UAC アプライアンスへのメッセージのフィルタリング

IC シリーズ UAC アプライアンスで IDP ログ メッセージを受け取るよう構成するとき、IC シ

リーズ アプライアンスで特定のフィルタリング パラメータを設定します。 このフィルタリン

グを設定しなければ、IC シリーズ アプライアンスが受け取るログ メッセージの量が膨大にな

る可能性があります。 以下のようなフィルタリング パラメータがあります。

• 認証されたセッションについてのみ、IDP から通信を受け取るようにします。 詳細について

は、 『Unified Access Control Administration Guide』 を参照してください。

• 重大度に基づいて IDP ログ ファイルを受け取る IC シリーズ アプライアンス フィルタを

作成できます。 たとえば、IC シリーズ アプライアンスで重大度を高に設定した場合、重大

度が高以上のログのみが IDP から送信されます。 詳細については、 『Unified Access

Control Administration Guide』 を参照してください。

• IC シリーズ アプライアンスから、すべての IDP ログの受け取りを無効にできます。 詳細

については、 『Unified Access Control Administration Guide』 を参照してください。

IC シリーズ UAC アプライアンスでのロギングの構成

IDP ログの受け取りとフィルタリングに関する構成はすべて、IC シリーズ UAC アプライアン

スで行います。 IDP ログの受け取りに関する構成情報、および JUEP 通信チャネルの詳細につ

いては、 『Unified Access Control Administration Guide』 を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 972ページのIDP ログ抑止属性について

• 969ページのIDP ロギングについて

• 970ページのアプリケーションレベル DDoS ロギングについて

3G ワイヤレス モデム物理インターフェースについて

3G ワイヤレス モデム接続用のインターフェースについては、物理インターフェースと論理ダ

イヤラー インターフェースの 2 種類を構成します。

3G ワイヤレス モデムの物理インターフェースには cl-0/0/8 という名前が使用されます。 こ

のインターフェースは、3G ワイヤレス モデムがデバイスに搭載されているときに自動的に作

成されます。

物理インターフェースについては、以下のプロパティを構成します。

• 物理インターフェースが属するダイヤラー プールと、そのインターフェースのプール内での

優先度。 物理インターフェースは複数のダイヤラー プールに属することができます。 ダイ

ヤラー プール優先度の範囲は 1 ～ 255 で、1 は最も優先度が低いインターフェースを、255

は最も優先度が高いインターフェースをそれぞれ指定します。

• モデム初期化文字列（オプション）。 これらの文字列は AT で始まり、モデム操作を指定す

る Hayes モデム コマンドを実行します。

• GSM 携帯電話ネットワークとのデータ コールを確立するための GSM プロファイル。
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デフォルトでは、ホーム ネットワーク以外のネットワークへのアクセスが許可されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 3G Wireless Modem Overview

• 3G Wireless Modem Configuration Overview

• Example: Configuring the 3G Wireless Modem Interface

IDP アラームと監査

リリース 11.2 より前の Junos OS リリースでは、侵入検出および防止（IDP）攻撃ログに含ま

れる IDP 攻撃イベントの情報は十分でしたが、 これらのログによって管理者へのアラームは

生成されませんでした。 現在のリリースでは、アラームを有効または無効にする新しいルー

ティング エンジン構成オプションが追加されています。

デフォルトでは、IDP 攻撃イベントが起こると、アラームを生成せずに現在のログが記録され

ます。 アラーム オプションを設定してシステムを適切に構成すると、パケット転送エンジン

の IDP ログがルーティング エンジンに転送され、そこで IDP 攻撃ログが解析された後、必要

に応じて IDP アラームが生成されます。

• IDP アラームを有効にするには、set security alarms potential-violation idp コマンドを使

用します。

• 構成が適切に機能していることを確認するには、show security alarms コマンドを使用しま

す。

関連項目 • Junos OS CLI Reference

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices
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第9部

統合型脅威管理

• 統合型脅威管理の概要 985ページ

• アンチスパム フィルタリング 993ページ

• 完全ウィルス対策保護 1013ページ

• エクスプレス ウィルス対策保護 1077ページ

• Sophos ウィルス対策保護 1101ページ

• コンテンツ フィルタリング 1121ページ

• Web フィルタリング 1137ページ

• シャーシ クラスタでの統合型脅威管理サポート 1181ページ
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第32章

統合型脅威管理の概要

• 統合型脅威管理の概要 985ページ

• UTM カスタム オブジェクトについて 986ページ

• UTM ライセンス 987ページ

• UTM 機能の WELF ロギング 988ページ

統合型脅威管理の概要

統合型脅威管理（UTM）は、いくつかのセキュリティ機能を 1 つのデバイスに集約して複数の

種類の脅威から守ることを表すために用いられる用語です。 UTM の利点は、これら複数のセ

キュリティ機能のインストールや管理が合理化される点にあります。

UTM ソリューションの一部として提供されるセキュリティ機能を以下に示します。

• アンチスパム—電子メール スパムとは迷惑な内容のメッセージを含む電子メールで、通常は

営利目的の業者、悪質な業者、詐欺的な組織などから送信されます。 アンチスパム機能は、

送信された電子メール メッセージを調べて電子メール スパムを識別します。 デバイスは、

スパムと思われる電子メール メッセージを検出すると、そのメッセージをドロップするか、

事前設定された文字列によってそのメッセージのヘッダーまたは件名フィールドにタグを付

けます。 アンチスパム機能は、頻繁に更新されるスパム ブロック リスト（SBL）を使用し

ます。 IP ベース SBL の更新と管理は Sophos が行います。 アンチスパム機能は、別途ラ

イセンスが必要なサブスクリプション サービスです。

• 完全ファイルベース ウィルス対策—ウィルスは、ファイルに感染するか他の実行可能コード

に自身を添付して自己複製する実行可能コードです。 悪質なウィルスの中には、ファイルを

消去したりシステムをロックアップしたりするものがあります。 また、単にファイルに感染

してターゲット ホストやネットワークを不正なデータで壊滅させるようなものもあります。

完全ファイルベース ウィルス対策機能は、特定のアプリケーション レイヤー トラフィック

に対してファイルベースのスキャンを行い、ウィルス シグネチャ データベースと照合して

ウィルスを探します。 受信したデータ パケットを収集して元のアプリケーション コンテン

ツ（電子メールの添付ファイルなど）を再構築してから、そのコンテンツをスキャンします。

内部スキャン エンジンは Kaspersky Lab が提供します。 完全ファイルベース ウィルス対

策機能は、別途ライセンスが必要なサブスクリプション サービスです。

• エクスプレス ウィルス対策—エクスプレス ウィルス対策スキャンは、完全ファイルベース

ウィルス対策機能に代わる CPU 使用率が低いウィルス対策機能として提供されています。

エクスプレス ウィルス対策機能も完全ウィルス対策機能と同様に、特定のアプリケーション

レイヤー トラフィックをスキャンし、ウィルス シグネチャ データベースと照合してウィル
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スを探します。 ただし、完全ウィルス対策とは異なり、エクスプレス ウィルス対策は元の

アプリケーション コンテンツを再構築しません。 その代わりに、受信したデータ パケット

をそのままスキャン エンジンに送信（ストリーム送信）します。 エクスプレス ウィルス対

策では、ウィルス スキャンはハードウェアのパターン マッチング エンジンによって実行さ

れます。 そのためスキャン実行中のパフォーマンスは向上しますが、提供されるセキュリ

ティのレベルは劣ります。 スキャン エンジンは Juniper Networks が提供します。 エクス

プレス ウィルス対策機能は、別途ライセンスが必要なサブスクリプション サービスです。

• コンテンツ フィルタリング—コンテンツ フィルタリングは、MIME タイプ、ファイル拡張子、

プロトコル コマンド、および埋め込みオブジェクト タイプに基づいて特定の種類のトラ

フィックをブロックまたは許可します。 コンテンツ フィルタリングには別途ライセンスは

必要ありません。

• Web フィルタリング—Web フィルタリングを使用すると、不適切な Web コンテンツへのアク

セスを防ぐことによってインターネットの使用を管理できます。 Web フィルタリング ソ

リューションには次の 3 種類があります。 統合型 Web フィルタリング ソリューションで

は、ユーザー定義カテゴリまたはカテゴリ サーバー（CPA サーバーは Websense が提供しま

す）によって URL のカテゴリを特定した後、デバイスで Web アクセスをブロックするか許

可するかが決定されます。 統合型 Web フィルタリング機能は、別途ライセンスが必要なサ

ブスクリプション サービスです。 転送型 Web フィルタリング ソリューションは、HTTP 要

求を代行受信し、Websense によって提供される外部 URL フィルタリング サーバーにサー

バー URL を転送して、その要求された Web アクセスをブロックするか許可するかを決定し

ます。 転送型 Web フィルタリングには別途ライセンスは必要ありません。 Juniper ローカ

ル Web フィルタリングでは、デバイスに保存されたユーザー定義カテゴリによって URL の

カテゴリを特定した後、デバイスで Web アクセスをブロックするか許可するかが決定されま

す。 ローカル フィルタリングには、追加の Juniper ライセンスまたはリモート カテゴリ

サーバーは必要ありません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 986ページのUTM カスタム オブジェクトについて

• 987ページのUTM ライセンスについて

• 988ページのUTM ライセンスの更新（CLI 手順）

• 988ページのUTM 機能の WELF ロギングについて

• 989ページの例: UTM 機能の WELF ロギングの構成

UTM カスタム オブジェクトについて

ほとんどの UTM 機能では、特定の機能を構成する前に、その機能用のカスタム オブジェクト

を構成する必要があります。 カスタム オブジェクトは UTM 機能のグローバル パラメータで

す。 つまり、構成したカスタム オブジェクトは、個々のポリシーだけでなく、適用可能なす

べての UTM ポリシーに適用できます。

以下の UTM 機能は、ある特定のカスタム オブジェクトを利用します。

• ウィルス対策（1015ページの「「完全ウィルス対策のパターン更新の構成の概要」」を参照）

• Web フィルタリング（1141ページの「「例: 統合型 Web フィルタリングの構成」」を参照）
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• アンチスパム（995ページの「「サーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成の概

要」」を参照）

• コンテンツ フィルタリング（1125ページの「「コンテンツ フィルタリングの構成の概要」」

を参照）

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 985ページの統合型脅威管理の概要

• 987ページのUTM ライセンスについて

• 988ページのUTM ライセンスの更新（CLI 手順）

• 988ページのUTM 機能の WELF ロギングについて

• 989ページの例: UTM 機能の WELF ロギングの構成

UTM ライセンス

• UTM ライセンスについて 987ページ

• UTM ライセンスの更新（CLI 手順） 988ページ

UTM ライセンスについて

ほとんどの UTM 機能は、ライセンスが必要なサブスクリプション サービスとして機能します。

このライセンスは、サブスクリプション ライセンス SKU をご購入いただくと利用できます。

ライセンスを利用するには、許可コードとシャーシ シリアル番号を顧客サービス LMS インター

フェースに入力します。 資格が生成されたら、デバイスから CLI を使用してライセンス更新

要求を LMS サーバーに送信できます。 そうすると、LMS サーバーからデバイスに直接サブス

クリプション ライセンスが送信されます。

注: UTM には 1 GB のメモリが必要です。 ご使用の J2320、J2350、または J4350

デバイスに搭載されているメモリが 512 MB の場合、UTM を実行するためにメモリ

を 1 GB にアップグレードする必要があります。

表126: UTM 機能のサブスクリプション サービス ライセンスの必要性

ライセンスの必要性UTM 機能

必要アンチスパム

必要ウィルス対策: 完全

必要ウィルス対策: エクスプレス

不要コンテンツ フィルタリング

必要Web フィルタリング: 統合型

不要Web フィルタリング: 転送型
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表126: UTM 機能のサブスクリプション サービス ライセンスの必要性 （続き）

不要Web フィルタリング: ローカル

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 985ページの統合型脅威管理の概要

• 986ページのUTM カスタム オブジェクトについて

• 988ページのUTM ライセンスの更新（CLI 手順）

• 988ページのUTM 機能の WELF ロギングについて

• 989ページの例: UTM 機能の WELF ロギングの構成

UTM ライセンスの更新（CLI 手順）

UTM サブスクリプション ライセンスをデバイスに適用するには、次の CLI コマンドを使用し

ます。

user@host> request system license update

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 985ページの統合型脅威管理の概要

• 986ページのUTM カスタム オブジェクトについて

• 987ページのUTM ライセンスについて

• 988ページのUTM 機能の WELF ロギングについて

• 989ページの例: UTM 機能の WELF ロギングの構成

UTM 機能の WELF ロギング

• UTM 機能の WELF ロギングについて 988ページ

• 例: UTM 機能の WELF ロギングの構成 989ページ

UTM 機能の WELF ロギングについて

UTM 機能は WELF 規格をサポートしています。 WELF は、WebTrends が開発した業界標準のロ

グ ファイル交換形式です。 この形式に準拠したシステム ロギングは、Firewall Suite 2.0

以降、Firewall Reporting Center 1.0 以降、および Security Reporting Center 2.0 以降と

互換性があります。

WELF ログ ファイルはレコードで構成されています。 ファイル内の各行が 1 つのレコードに

なります。 レコードは常に時系列順に並びます。 最も古いレコードはファイルの先頭行で、

最も新しいレコードはファイルの最終行です。 WELF では、ログ ファイル名またはログ ファ

イル ローテーション ポリシーに制約はありません。
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注: 各 WELF レコードはフィールドで構成されています。 レコードの最初のフィー

ルドはレコード識別子フィールド（id=）である必要があります。 その他のフィー

ルドはすべて任意の順序で並べることができます。

WELF レコードのサンプルを以下に示します。

id=firewall time="2000-2-4 12:01:01" fw=192.168.0.238 pri=6 rule=3 proto=http

src=192.168.0.23 dst=6.1.0.36 rg=www.webtrends.com/index.html op=GET result=0

rcvd=1426

上記の WELF サンプル レコードのフィールドには以下の必須要素が含まれます（これら以外の

フィールドはすべて任意です）。

• id（レコード識別子）

• time（日時）

• fw（ファイアウォールの IP アドレスまたは名前）

• pri（レコードの優先度）

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 985ページの統合型脅威管理の概要

• 986ページのUTM カスタム オブジェクトについて

• 987ページのUTM ライセンスについて

• 988ページのUTM ライセンスの更新（CLI 手順）

• 989ページの例: UTM 機能の WELF ロギングの構成

例: UTM 機能の WELF ロギングの構成

この例では、UTM 機能の WELF ロギングを構成する方法を示します。

• 要件 989ページ

• 概要 989ページ

• 構成 990ページ

• 確認 991ページ

要件

始める前に、WELF ログ ファイルとレコードの作成に使用されるフィールドを確認します。 988

ページの「「UTM 機能の WELF ロギングについて」」を参照してください。

概要

WELF ログ ファイルはレコードで構成されています。 ファイル内の各行が 1 つのレコードに

なります。 レコードは常に時系列順に並びます。 最も古いレコードはファイルの先頭行で、

最も新しいレコードはファイルの最終行です。 WELF では、ログ ファイル名またはログ ファ
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イル ローテーション ポリシーに制約はありません。 この例では、重大度レベルを emergency

にし、セキュリティ ログ ストリームの名前を utm-welf にします。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security severity emergency

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security severity emergency host 5.6.7.8

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

UTM 機能の WELF ロギングを構成するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ ログのソース IP アドレスを設定します。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4

注: WELF ロギング メッセージは専用の WebTrends サーバーに保存する必要

があります。

2. セキュリティ ログ ストリームに名前を付けます。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf

3. ログ メッセージの形式を設定します。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf

4. 送信するログ メッセージのカテゴリを設定します。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security

5. 送信するログ メッセージの重大度レベルを設定します。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security severity emergency

6. ログ メッセージの送信先となる専用の WebTrends サーバーのホスト アドレスを入力し

ます。
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[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security severity emergency host 5.6.7.8

結果 構成モードで、show security log コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security log

stream utm-welf {

severity emergency;

format welf;

category content—security;

host {

5.6.7.8;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• セキュリティ ログの確認 991ページ

セキュリティ ログの確認

目的 UTM 機能の WELF ログの構成が完了していることを確認します。

アクション 動作モードで show security utm status コマンドを入力して、UTM サービスが実行されている

かどうかを確認します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 985ページの統合型脅威管理の概要

• 986ページのUTM カスタム オブジェクトについて

• 987ページのUTM ライセンスについて

• 988ページのUTM ライセンスの更新（CLI 手順）
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第33章

アンチスパム フィルタリング

• アンチスパム フィルタリングの概要 993ページ

• サーバーベース スパム フィルタリング 993ページ

• ローカル リスト スパム フィルタリング 1002ページ

• スパム メッセージ処理について 1011ページ

アンチスパム フィルタリングの概要

スパムとは迷惑な内容のメッセージを含む電子メールで、通常は営利目的の業者、悪質な業者、

詐欺的な組織などから送信されます。 アンチスパム機能は、送信された電子メール メッセー

ジを調べてスパムを識別します。 デバイスは、スパムと思われる電子メール メッセージを検

出すると、その電子メール メッセージをブロックするか、事前設定された文字列によってその

電子メール メッセージのヘッダーまたは件名にタグを付けます。

アンチスパム フィルタリングでは、電子メール メッセージをフィルタリングするためにサー

ドパーティ製サーバーに基づくスパム ブロック リスト（SBL）を使用でき、必要に応じて独自

のローカル ホワイトリスト（良性）とブラックリスト（悪質）を作成することもできます。

アンチスパム機能はご使用のアンチスパム サーバーの代わりになるものではなく、アンチスパ

ム サーバーを補完する役割を果たします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 994ページのサーバーベース アンチスパム フィルタリングについて

• 995ページのサーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 1002ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングについて

• 1003ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 1011ページのスパム メッセージ処理について

サーバーベース スパム フィルタリング

• サーバーベース アンチスパム フィルタリングについて 994ページ

• サーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成の概要 995ページ

• 例: サーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成 996ページ
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サーバーベース アンチスパム フィルタリングについて

注: サーバーベース スパム フィルタリングは、IP ベース スパム ブロック リス

トのブラックリスト ルックアップのみをサポートします。 IP ベース スパム ブ

ロック リストの更新と管理は Sophos が行います。 サーバーベース アンチスパム

フィルタリングは、別途ライセンスが必要なサブスクリプション サービスです。

アンチスパム ライセンス キーが期限切れになっても、ローカルに定義したブラッ

クリストとホワイトリストは引き続き使用できます。

サーバーベース アンチスパム フィルタリングを行うには、スパム ブロック リスト（SBL）

サーバーへのインターネット接続が必要です。 SBL サーバーにアクセスするにはドメイン名

サービス（DNS）も必要になります。 ファイアウォールは DNS プロトコルを通じて SBL ルッ

クアップを実行します。 このルックアップは電子メールの送信元（または中継エージェント）

の IP アドレスに対して実行され、その際に SBL サーバーの名前が権限のあるドメインとして

追加されます。 これを受けた DNS サーバーは各要求を SBL サーバーに転送し、続いて SBL

サーバーがデバイスに DNS 応答を返します。 デバイスは受け取った DNS 応答を解釈して、電

子メールの送信元がスパマーかどうかを判断します。

ブロック リストに含まれる IP アドレスは一般に、メール サーバーに対して無効なアドレス、

または侵害されやすいアドレスと見なされます。 ある IP アドレスをスパマーとして SBL に

登録する基準には以下のようなものがあります。

• SMTP オープン リレー サービスを実行している

• （さまざまな種類の）オープン プロキシ サーバーを実行している

• おそらくはウィルス、ワーム、トロイの木馬、またはスパイウェアによる侵害を受けたゾン

ビ ホストである

• 動的な IP 範囲を使用している

• 既知の IP アドレスを持つスパム発信源として確認されている

デフォルトでは、デバイスはまず受信電子メールをローカル ホワイトリストおよびブラックリ

ストと照合します。 ローカル リストがない場合、または送信元がローカル リストに登録され

ていない場合は、インターネット上の SBL サーバーに問い合わせます。 サーバーベース スパ

ム フィルタリングとローカル リスト スパム フィルタリングの両方が有効になっているとき

は、以下の順序でチェックが行われます。

1. ローカル ホワイトリストがチェックされます。 一致が見つかった場合、それ以上チェック

は行われません。 一致が見つからない場合は、次の処理に進みます。

2. ローカル ブラックリストがチェックされます。 一致が見つかった場合、それ以上チェック

は行われません。 一致が見つからない場合は、次の処理に進みます。

3. SBL サーバーのリストがチェックされます。

注: アンチスパム ライセンス キーが期限切れになると、SBL サーバーでの照合は

中止されます。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 993ページのアンチスパム フィルタリングの概要

• 995ページのサーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 996ページの例: サーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成

• 1003ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 1002ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングについて

• 1011ページのスパム メッセージ処理について

サーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成の概要

UTM 機能ごとに、以下の順序で機能パラメータを構成します。

1. 目的の機能用の UTM カスタム オブジェクトを構成します。

user@host# set security utm custom-objects

2. 機能プロファイルを使用して、主要な機能パラメータを構成します。

user@host# set security utm feature-profile anti-spam

3. 各プロトコルの UTM ポリシーを構成し、このポリシーをプロファイルに関連付けます。

user@host# set security utm utm-policy utmp1 anti-spam smtp-profile smtp1

注: アンチスパム フィルタリングは SMTP プロトコルについてのみサポートさ

れています。

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p1 then permit

application-services utm-policy utmp1

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 993ページのアンチスパム フィルタリングの概要

• 994ページのサーバーベース アンチスパム フィルタリングについて

• 996ページの例: サーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成

• 1002ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングについて

• 1003ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 1011ページのスパム メッセージ処理について
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例: サーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成

この例では、サーバーベース アンチスパム フィルタリングを構成する方法を示します。

• 要件 996ページ

• 概要 996ページ

• 構成 996ページ

• 確認 1001ページ

要件

始める前に、各 UTM 機能の機能パラメータの構成方法を確認します。 995ページの「「サーバー

ベース アンチスパム フィルタリングの構成の概要」」を参照してください。

概要

サーバーベース アンチスパム フィルタリングを行うには、スパム ブロック リスト（SBL）

サーバーへのインターネット接続が必要です。 SBL サーバーにアクセスするにはドメイン名

サービス（DNS）も必要になります。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1 sbl-default-server

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1 sbl-default-server

spam-action block

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1 sbl-default-server

custom-tag-string ***spam***

set security utm utm-policy spampolicy1 anti-spam smtp-profile sblprofile1

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy1 match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy1 match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy1 match

application junos-smtp

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy1 then

permit application-services utm-policy spampolicy1

J-Web 簡単構成 サーバーベース アンチスパム フィルタリングを構成するには、以下の手順に従います。

1. プロファイルを構成し、SBL サーバー ルックアップを有効/無効にします。 [Configure]

（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Anti-Spam]（アンチスパム）の順に選択し

ます。

a. アンチスパム プロファイル構成ウィンドウで、SBL サーバーのプロファイルを構成する

場合は [Add]（追加）をクリックし、既存の項目を変更する場合は [Edit]（編集）をク

リックします。

b. [Profile name]（プロファイル名）ボックスに、作成するアンチスパム プロファイルの

一意の名前を入力します。
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c. デフォルト サーバーを使用する場合は、[Default SBL server]（デフォルト SBL サー

バー）の横の [Yes]（はい）を選択します。 デフォルト サーバーを使用しない場合は、

[No]（いいえ）を選択します。

注: SBL サーバーはデバイスに最初から定義されています。 デバイスは SBL

サーバーの名前とアドレスが構成された状態で納品されます。 [Yes]（はい）

を選択しない場合、サーバーベース スパム フィルタリングは無効になりま

す。 サーバーベース スパム フィルタリングを無効にしてよいのは、ローカ

ル リストのみを使用する場合、またはサーバーベース スパム フィルタリン

グのライセンスがない場合のみです。

d. [Custom tag string]（カスタム タグ文字列）ボックスに、メッセージをスパムとして

識別するためのカスタム文字列を入力します。 デフォルトでは、***SPAM*** という文

字列が使用されます。

e. アンチスパム アクション リストから、デバイスがスパムを検出したときに実行するア

クションを選択します。 選択可能なオプションは、[Tag subject]（件名にタグを付け

る）、[Block email]（電子メールをブロック）、[Tag header]（ヘッダーにタグを付け

る）です。

2. アンチスパム プロファイルを関連付ける対象となる、SMTP 用の UTM ポリシーを構成しま

す。

a. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[Policy]（ポリシー）>[UTM Policies]

（UTM ポリシー）の順に選択します。

b. UTM ポリシー構成ウィンドウで、[Add]（追加）をクリックします。

c. ポリシー構成ウィンドウで、[Main]（メイン）タブを選択します。

d. [Policy name]（ポリシー名）ボックスに、UTM ポリシーの一意の名前を入力します。

e. [Session per client limit]（クライアントあたりのセッション数制限）ボックスに、

クライアントあたりのセッション数制限を入力します。 有効な値の範囲は 0 ～ 2000

です。

f. [Session per client over limit]（クライアントあたりのセッション数制限の超過）リ

ストから、この UTM ポリシーのクライアントあたりのセッション数制限を超えた場合に

デバイスが実行するアクションを選択します。 選択可能なオプションは、[Log and

permit]（ログに記録して許可）と [Block]（ブロック）です。

g. ポップアップ ウィンドウで [Anti-Spam profiles]（アンチスパム プロファイル）タブ

を選択します。

h. SMTP プロファイル リストから、この UTM ポリシーに関連付けるアンチスパム プロファ

イルを選択します。
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3. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。

a. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[Policy]（ポリシー）>[FW Policies]

（FW ポリシー）の順に選択します。

b. セキュリティ ポリシー ウィンドウで、UTM を関連付けるセキュリティ ポリシーを構成

する場合は [Add]（追加）をクリックし、既存のポリシーを変更する場合は [Edit]（編

集）をクリックします。

c. [Policy]（ポリシー）タブで、[Policy Name]（ポリシー名）ボックスに名前を入力しま

す。

d. [From Zone]（ソース ゾーン）の横のリストから、ゾーンを選択します。

e. [To Zone]（宛先ゾーン）の横のリストから、ゾーンを選択します。

f. ソース アドレスを選択します。

g. 宛先アドレスを選択します。

h. [Application Sets]（アプリケーション セット）ボックスで junos-smtp（アンチスパ

ム用）を選択してアプリケーションを選択し、[Matched]（一致）ボックスに移動しま

す。

i. [Policy Action]（ポリシー アクション）の横で、[Permit]（許可）、[Deny]（拒否）、

[Reject]（リジェクト）のいずれかを選択します。

注: ポリシー アクションに対して [Permit]（許可）を選択すると、

[Applications Services]（アプリケーション サービス）タブでいくつかの

追加フィールドが使用可能になります（[UTM Policy]（UTM ポリシー）な

ど）。

j. [Application Services]（アプリケーション サービス）タブを選択します。

k. [UTM Policy]（UTM ポリシー）の横のリストから、適切なポリシーを選択します。 これ

により、作成した UTM ポリシーがセキュリティ ポリシーに関連付けられます。

l. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

m. ポリシーの保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリッ

クします。 プロファイルの保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]

（詳細）をクリックして原因を調べます。
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注:

• 新しく作成したポリシーを適用するには、そのポリシーをアクティブにす

る必要があります。

• SRX シリーズ デバイスでは、ポリシーの保存が成功したことを知らせる確

認ウィンドウは自動的に閉じます。

n. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]

（コミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

サーバーベース アンチスパム フィルタリングを構成するには、以下の手順に従います。

1. プロファイルを作成します。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1

2. デフォルト SBL サーバーのルックアップを有効または無効にします。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1

sbl-default-server

注: サーバーベース アンチスパム フィルタリングを使用する場合は、

sbl-default-server と入力してデフォルト SBL サーバーを有効にします （SBL

サーバーはデバイスに最初から定義されています。 デバイスは SBL サーバー

の名前とアドレスが構成された状態で納品されます）。no-sbl-default-server

オプションを使用してサーバーベース アンチスパム フィルタリングを無効に

してよいのは、ローカル リストのみを使用する場合、またはサーバーベース

スパム フィルタリングのライセンスがない場合のみです。

3. スパムが検出されたときにデバイスが実行するアクションを構成します（block、

tag-header、tag-subject）。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1sbl-default-server

spam-action block

4. メッセージをスパムとして識別するためのカスタム文字列を構成します。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1

sbl-default-server custom-tag-string ***spam***

5. スパム機能プロファイルを UTM ポリシーに関連付けます。
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[edit security]

user@host# set utm utm-policy spampolicy1 anti-spam smtp-profile sblprofile1

6. UTM ポリシーを関連付ける対象となる、UTM 用のセキュリティ ポリシーを構成します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy1 match source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy1 match destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy1 match application junos-smtp

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy1 then permit application-services utm-policy spampolicy1

注: デバイスはデフォルトのアンチスパム ポリシーが構成された状態で納品

されます。 このポリシーの名前は junos-as-defaults です。 このポリシー

には以下の構成パラメータが含まれます。

anti-spam {

sbl {

profile junos-as-defaults {

sbl-default-server;

spam-action block;

custom-tag-string "***SPAM***";

}

}

}

結果 構成モードで、show security utm コマンドと show security policies コマンドを入力して構

成を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して

修正します。

[edit]

user@host# show security utm

feature-profile {

anti-spam {

sbl {

profile sblprofile1 {

sbl-default-server;

spam-action block;

custom-tag-string ***spam***;

}

}

}

utm-policy spampolicy1 {

anti-spam {

smtp-profile sblprofile1;

}

}

[edit]

user@host# show security policies
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from-zone trust to-zone untrust {

policy utmsecuritypolicy1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-smtp;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy spampolicy1;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• アンチスパムの統計情報の確認 1001ページ

アンチスパムの統計情報の確認

目的 アンチスパムの統計情報を確認します。

アクション 動作モードで、show security utm anti-spam status コマンドと show security utm anti-spam

statistics コマンドを入力します。

以下の情報が表示されます。

SBL Whitelist Server:

SBL Blacklist Server:

msgsecurity.juniper.net

DNS Server:

Primary : 1.2.3.4, Src Interface: ge-0/0/0

Secondary: 2.3.4.5, Src Interface: ge-0/0/1

Ternary : 0.0.0.0, Src Interface: fe-0/0/2

Total connections: #

Denied connections: #

Total greetings: #

Denied greetings: #

Total e-mail scanned: #

White list hit: #

Black list hit: #

Spam total: #

Spam tagged: #

Spam dropped: #

DNS errors: #

Timeout errors: #

Return errors: #

Invalid parameter errors: #
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Statistics start time:

Statistics for the last 10 days.

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 993ページのアンチスパム フィルタリングの概要

• 994ページのサーバーベース アンチスパム フィルタリングについて

• 995ページのサーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 1002ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングについて

• 1003ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 1011ページのスパム メッセージ処理について

ローカル リスト スパム フィルタリング

• ローカル リスト アンチスパム フィルタリングについて 1002ページ

• ローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要 1003ページ

• 例: ローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成 1004ページ

ローカル リスト アンチスパム フィルタリングについて

アンチスパム フィルタリング用に独自のローカル ホワイトリストとブラックリストを作成す

ると、ドメイン名、電子メール アドレス、および IP アドレスを基にフィルタリングすること

ができます。 パターン マッチングの動作は、マッチングのタイプによって若干異なります。

たとえば、ドメイン名のパターン マッチングでは最長サフィックス一致アルゴリズムが使用さ

れます。 送信元電子メール アドレスのドメイン名が aaa.bbb.ccc の場合、リスト内の

"aaa.bbb.ccc" とのマッチングが試行されます。 一致が見つからない場合は、"bbb.ccc"、"ccc"

の順にマッチングが試行されます。 しかし、IP アドレスのマッチングでは部分一致は考慮さ

れません。

アンチスパム フィルタリングでは、以下のようにローカル リストがマッチングに使用されま

す。

1. 送信元 IP: 送信元 IP はローカル ホワイトリスト、ローカル ブラックリスト、SBL IP

ベース サーバー（有効な場合）の順に照合されます。

2. 送信元ドメイン: ドメイン名はローカル ホワイトリスト、ローカル ブラックリストの順に

照合されます。

3. 送信元電子メール アドレス: 送信元電子メール アドレスはローカル ホワイトリスト、ロー

カル ブラックリストの順に照合されます。
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デフォルトでは、デバイスはまず受信電子メールをローカル ホワイトリストおよびブラックリ

ストと照合します。 送信元がどちらのリストにも登録されていない場合は、インターネット上

の SBL サーバーに問い合わせます。 サーバーベース アンチスパム フィルタリングとローカ

ル リスト アンチスパム フィルタリングの両方が有効になっているときは、以下の順序でチェッ

クが行われます。

1. ローカル ホワイトリストがチェックされます。 一致が見つかった場合、それ以上チェック

は行われません。 一致が見つからない場合は、次の処理に進みます。

2. ローカル ブラックリストがチェックされます。 一致が見つかった場合、それ以上チェック

は行われません。 一致が見つからない場合は、次の処理に進みます。

3. SBL サーバーのリストがチェックされます。

注: ローカル ブラックリストおよびホワイトリストの照合は、アンチスパム ライ

センス キーが期限切れになった後も引き続き行われます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 993ページのアンチスパム フィルタリングの概要

• 1003ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 1004ページの例: ローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成

• 995ページのサーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 1011ページのスパム メッセージ処理について

ローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要

UTM 機能ごとに、以下の順序で機能パラメータを構成します。

1. 目的の機能用の UTM カスタム オブジェクトを構成します。

user@host# set security utm custom-objects url-pattern url-pattern-name

2. 機能プロファイルを使用して、主要な機能パラメータを構成します。

user@host# set security utm feature-profile anti-spam as-profile-name

3. 各プロトコルの UTM ポリシーを構成し、このポリシーをプロファイルに関連付けます。

user@host# set security utm utm-policy utmp1 anti-spam smtp-profile smtp1

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p1 then permit

application-services utm-policy utmp1

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 993ページのアンチスパム フィルタリングの概要

• 1002ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングについて
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• 1004ページの例: ローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成

• 994ページのサーバーベース アンチスパム フィルタリングについて

• 1011ページのスパム メッセージ処理について

例: ローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成

この例では、ローカル リスト アンチスパム フィルタリングを構成する方法を示します。

• 要件 1004ページ

• 概要 1004ページ

• 構成 1004ページ

• 確認 1010ページ

要件

始める前に、各 UTM 機能の機能パラメータの構成方法を確認します。 1003ページの「「ローカ

ル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要」」を参照してください。

概要

アンチスパム フィルタリングでは、ローカル リストがマッチングに使用されます。 アンチス

パム フィルタリング用に独自のローカル ホワイトリストとブラックリストを作成すると、ド

メイン名、電子メール アドレス、および IP アドレスを基にフィルタリングすることができま

す。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm custom-objects url-pattern as-black value [150.61.8.134]

set security utm custom-objects url-pattern as-white value [150.1.2.3]

set security utm feature-profile anti-spam address-whitelist as-white

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1 spam-action block

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1 custom-tag-string

***spam***

set security utm utm-policy spampolicy2 anti-spam smtp-profile localprofile1

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy2 match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy2 match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy2 match

application junos-smtp

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy2 then

permit application-services utm-policy spampolicy2
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J-Web 簡単構成 ローカル リスト アンチスパム フィルタリングを構成するには、以下の手順に従います。

1. URL パターン リストを構成して、ローカル ホワイトリストとブラックリスト用のカスタム

オブジェクトを作成します。

a. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム

オブジェクト）の順に選択します。

b. UTM カスタム オブジェクト構成ウィンドウで、[URL Pattern List]（URL パターン リ

スト）タブを選択します。

c. [Add]（追加）をクリックして、URL パターン リストを作成します。

d. [URL Pattern Name]（URL パターン名）の横に一意の名前を入力します。

注: ホワイトリストを作成する場合は、リスト名でそれを示すと便利です。

同じことがブラックリストにも当てはまります。 ここに入力する名前は、ア

ンチスパム プロファイルを構成するときに [Address Whitelist]（アドレス

ホワイトリスト）と [Address Blacklist]（アドレス ブラックリスト）の各

フィールドで使用できます。

e. [URL Pattern Value]（URL パターン値）の横に、ホワイトリストまたはブラックリスト

アンチスパム フィルタリング用の URL パターンを入力します。

2. ホワイトリストおよびブラックリスト カスタム オブジェクトを使用するようアンチスパム

フィルタリングを構成します。

a. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Global options]（グローバ

ル オプション）の順に選択します。

b. 右ペインで、[Anti-Spam]（アンチスパム）タブを選択します。

c. [Anti-Spam]（アンチスパム）の下で、スパム フィルタリング用ローカル リストのリス

トから [Address Whitelist]（アドレス ホワイトリスト）と [Address Blacklist]（ア

ドレス ブラックリスト）の一方または両方を選択します （これらのリストはカスタム

オブジェクトとして構成されています）。

d. [OK] をクリックします。

e. 構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリッ

クします。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）を

クリックして原因を調べます。

f. 左ペインの [Security]（セキュリティ）の下で、[Anti-Spam]（アンチスパム）タブを

選択します。

g. [Add]（追加）をクリックして、アンチスパム プロファイルを構成します。 プロファイ

ル構成ポップアップ ウィンドウが表示されます。

h. [Profile name]（プロファイル名）ボックスに一意の名前を入力します。
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i. デフォルト サーバーを使用する場合は、[Default SBL server]（デフォルト SBL サー

バー）の横の [Yes]（はい）を選択します。 デフォルト サーバーを使用しない場合は、

[No]（いいえ）を選択します。

注: [No]（いいえ）を選択した場合、サーバーベース スパム フィルタリン

グは無効になります。 サーバーベース スパム フィルタリングを無効にして

よいのは、ローカル リストのみを使用する場合、またはサーバーベース ス

パム フィルタリングのライセンスがない場合のみです。

j. [Custom tag string]（カスタム タグ文字列）ボックスに、メッセージをスパムとして

識別するためのカスタム文字列を入力します。 デフォルトでは、***SPAM*** という文

字列が使用されます。

k. [Actions]（アクション）リストで、デバイスがスパムを検出したときに実行するアク

ションを選択します。 選択可能なオプションは、[Tag subject]（件名にタグを付け

る）、[Block email]（電子メールをブロック）、[Tag header]（ヘッダーにタグを付け

る）です。

3. アンチスパム プロファイルを関連付ける対象となる、SMTP 用の UTM ポリシーを構成しま

す。

a. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[Policy]（ポリシー）>[UTM Policies]

（UTM ポリシー）の順に選択します。

b. UTM ポリシー構成ウィンドウで、[Add]（追加）をクリックして UTM ポリシーを構成し

ます。 ポリシー構成ポップアップ ウィンドウが表示されます。

c. [Main]（メイン）タブを選択します。

d. [Policy name]（ポリシー名）ボックスに一意の名前を入力します。

e. [Session per client limit]（クライアントあたりのセッション数制限）ボックスに、

クライアントあたりのセッション数制限を入力します。 有効な値の範囲は 0 ～ 2000

です。

f. [Session per client over limit]（クライアントあたりのセッション数制限の超過）リ

ストから、この UTM ポリシーのクライアントあたりのセッション数制限を超えた場合に

デバイスが実行するアクションを選択します。 選択可能なオプションは、[Log and

permit]（ログに記録して許可）と [Block]（ブロック）です。
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g. [Anti-Spam profiles]（アンチスパム プロファイル）タブを選択します。

h. SMTP プロファイル リストから、この UTM ポリシーに関連付けるアンチスパム プロファ

イルを選択します。

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。

a. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[Policy]（ポリシー）>[FW Policies]

（FW ポリシー）の順に選択します。

b. セキュリティ ポリシー ウィンドウで [Add]（追加）をクリックして、UTM を関連付け

るセキュリティ ポリシーを構成します。 ポリシー構成ポップアップ ウィンドウが表示

されます。

c. [Policy]（ポリシー）タブで、[Policy Name]（ポリシー名）ボックスに名前を入力しま

す。

d. [From Zone]（ソース ゾーン）の横のリストから、ゾーンを選択します。

e. [To Zone]（宛先ゾーン）の横のリストから、ゾーンを選択します。

f. ソース アドレスを選択します。

g. 宛先アドレスを選択します。

h. [Application Sets]（アプリケーション セット）ボックスで junos-smtp（アンチスパ

ム用）を選択してアプリケーションを選択し、[Matched]（一致）ボックスに移動しま

す。

i. [Policy Action]（ポリシー アクション）の横で、[Permit]（許可）、[Deny]（拒否）、

[Reject]（リジェクト）のいずれかを選択します。

注: ポリシー アクションに対して [Permit]（許可）を選択すると、

[Applications Services]（アプリケーション サービス）タブでいくつかの

追加フィールドが使用可能になります（[UTM Policy]（UTM ポリシー）な

ど）。

j. [Application Services]（アプリケーション サービス）タブを選択します。

k. [UTM Policy]（UTM ポリシー）の横のリストから、適切なポリシーを選択します。 これ

により、作成した UTM ポリシーがセキュリティ ポリシーに関連付けられます。

l. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

m. ポリシーの保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリッ

クします。 プロファイルの保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]

（詳細）をクリックして原因を調べます。
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注: 新しく作成したポリシーを適用するには、そのポリシーをアクティブに

する必要があります。

n. デバイスの構成が完了したら、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]

（コミット）の順にクリックします。

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ローカル リスト アンチスパム フィルタリングを構成するには、以下の手順に従います。

1. ローカル リスト スパム ブロッキングを構成するため、まずグローバルなローカル スパ

ム リストを作成します。

[edit security]

user@host# set utm custom-objects url-pattern as-black value [150.61.8.134]

user@host# set utm custom-objects url-pattern as-white value [150.1.2.3]

2. ローカル リスト アンチスパム機能プロファイルを構成するため、まずカスタム オブジェ

クト ブラックリストとホワイトリストの一方または両方を関連付けます。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam address-whitelist as-white

注: ホワイトリストとブラックリストの両方を使用する場合は、ホワイトリス

トが先にチェックされます。 一致が見つからない場合は、ブラックリストが

チェックされます。

3. ローカル リスト スパム ブロッキング用のプロファイルを構成します。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1

注: ローカル リスト スパム ブロッキングに sbl は使用しませんが、サー

バーベース スパム ブロッキング手順と同じようにこのコマンド内からプロ

ファイルを構成します。

4. スパムが検出されたときにデバイスが実行するアクションを構成します（block、

tag-header、tag-subject）。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1 spam-action

block

5. メッセージをスパムとして識別するためのカスタム文字列を構成します。
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[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1

custom-tag-string ***spam***

6. スパム機能プロファイルを UTM ポリシーに関連付けます。

[edit security]

user@host# set utm utm-policy spampolicy2 anti-spam smtp-profile localprofile1

7. UTM 用のセキュリティ ポリシーを構成し、UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連

付けます。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy2 match source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy2 match destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy2 match application junos-smtp

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy2 then permit application-services utm-policy spampolicy2

結果 構成モードで、show security utm コマンドと show security policies コマンドを入力して構

成を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して

修正します。

[edit]

user@host# show security utm

custom-objects {

anti-spam {

url-pattern patternwhite;

address-whitelist as-white;

sbl {

profile localprofile1 {

spam-action block;

custom-tag-string ***spam***;

}

}

}

utm-policy spampolicy2 {

anti-spam {

smtp-profile localprofile1;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy utmsecuritypolicy2 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-smtp;

}

then {

permit {

application-services {
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utm-policy spampolicy2;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• アンチスパムの統計情報の確認 1010ページ

アンチスパムの統計情報の確認

目的 アンチスパムの統計情報を確認します。

アクション 動作モードで、show security utm anti-spam status コマンドと show security utm anti-spam

statistics コマンドを入力します。

以下の情報が表示されます。

SBL Whitelist Server:

SBL Blacklist Server:

msgsecurity.juniper.net

DNS Server:

Primary : 1.2.3.4, Src Interface: ge-0/0/0

Secondary: 2.3.4.5, Src Interface: ge-0/0/1

Ternary : 0.0.0.0, Src Interface: fe-0/0/2

Total connections: #

Denied connections: #

Total greetings: #

Denied greetings: #

Total e-mail scanned: #

White list hit: #

Black list hit: #

Spam total: #

Spam tagged: #

Spam dropped: #

DNS errors: #

Timeout errors: #

Return errors: #

Invalid parameter errors: #

Statistics start time:

Statistics for the last 10 days.

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 993ページのアンチスパム フィルタリングの概要

• 1002ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングについて

• 1003ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要
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• 1011ページのスパム メッセージ処理について

スパム メッセージ処理について

スパムが検出されたときにデバイスが実行できるアクションは 2 種類あります。 それはドロッ

プ アクションとタグ付けアクションです。

• 検出されたスパムのブロック 1011ページ

• 検出されたスパムへのタグ付け 1011ページ

検出されたスパムのブロック

検出されたスパムを接続レベルまたは電子メール レベルのどちらかでブロックおよびドロップ

できます。

• 接続レベルでのスパムのブロック

SMTP 送信元がその IP アドレスに基づいてスパム送信者と識別された場合、その SMTP 接続

は拒否され、ドロップされます。 ファイアウォールからの適切なエラー コードを含むエラー

メッセージが、SMTP サーバーの代わりに送出されます。 このようなエラー メッセージの例

を以下に示します。

554 Transaction failed due to anti spam setting

• 電子メール レベルでのスパムのブロック

特定の電子メール送信元がその送信元アドレスに基づいてスパム送信者と識別された場合、

その電子メールは拒否され、ドロップされます。 ファイアウォールからの適切なエラー コー

ドを含むエラー メッセージが、サーバーの代わりに送信元宛てに返送されます。 このよう

なエラー メッセージの例を以下に示します。

550 Requested action not taken: mailbox unavailable

検出されたスパムへのタグ付け

メッセージ送信元がスパマーとして検出された場合、その電子メールを許可してタグを付ける

ことができます。 このタグ付けは接続レベルで行うことが可能で、その場合は該当する接続に

関するすべての電子メールにタグが付けられます。 また、個々の電子メールのみにタグを付け

ることもできます。 以下の 2 通りのタグ付け方法がサポートされています。

• 件名にタグを付ける: 電子メールの件名の先頭にユーザー定義文字列が追加されます。

• ヘッダーにタグを付ける: 電子メール ヘッダーにユーザー定義文字列が追加されます。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 993ページのアンチスパム フィルタリングの概要

• 995ページのサーバーベース アンチスパム フィルタリングの構成の概要

• 1003ページのローカル リスト アンチスパム フィルタリングの構成の概要

1011Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第33章: アンチスパム フィルタリング

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1012

Junos OS セキュリティ構成ガイド



第34章

完全ウィルス対策保護

• 完全ウィルス対策保護の概要 1013ページ

• 完全ウィルス対策スキャナ パターン データベース 1014ページ

• 完全ウィルス対策のファイル スキャン 1019ページ

• 完全ウィルス対策のアプリケーション プロトコル スキャン 1031ページ

• 完全ウィルス対策のスキャン結果と通知オプション 1044ページ

• 完全ウィルス対策の構成の概要 1051ページ

• 完全ウィルス対策の構成（J-Web 手順） 1052ページ

• 例: 完全ウィルス対策の構成（CLI） 1061ページ

• ウィルス対策セッションとスキャン結果の監視 1072ページ

完全ウィルス対策保護の概要

対策ウィルスは、ファイルに感染するか他の実行可能コードに自身を添付して自己複製する実

行可能コードです。 悪質なウィルスの中には、ファイルを消去したりシステムをロックアップ

したりするものがあります。また、単にファイルに感染してターゲット ホストやネットワーク

を不正なデータで壊滅させるようなものもあります。 完全ファイルベース ウィルス対策機能

は、特定のアプリケーション レイヤー トラフィックに対してファイルベースのスキャンを行

い、ウィルス シグネチャ データベースと照合してウィルスを探します。 受信したデータ パ

ケットを収集して元のアプリケーション コンテンツ（電子メールの添付ファイルなど）を再構

築してから、そのコンテンツをスキャンします。

完全ファイルベース ウィルス対策機能は、別途ライセンスが必要なサブスクリプション サー

ビスです。 完全ファイルベース ウィルス対策用のスキャン エンジンは Kaspersky Lab が提

供します。 ウィルス対策ライセンス キーが期限切れになっても、ローカルに保存されたウィ

ルス対策シグネチャは引き続き使用できます（ただしシグネチャの更新はできません）。 しか

しこのケースでは、ローカル データベースが削除された場合、ウィルス対策スキャンが使用で

きなくなります。

注: エクスプレス ウィルス対策機能は、パフォーマンス面は優れていますが、セ

キュリティ面が劣ります。 完全ファイルベース ウィルス対策保護からエクスプレ

ス ウィルス対策保護に切り替える場合は、エクスプレス ウィルス対策を稼働させ

るためにデバイスを再起動する必要があります。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1014ページの完全ウィルス対策のパターン更新について

• 1015ページの完全ウィルス対策のパターン更新の構成の概要

• 1020ページの完全ウィルス対策のスキャン レベル設定について

• 1019ページの完全ウィルス対策の内部スキャン エンジンについて

• 1051ページの完全ウィルス対策の構成の概要

完全ウィルス対策スキャナ パターン データベース

• 完全ウィルス対策のパターン更新について 1014ページ

• 完全ウィルス対策のパターン更新の構成の概要 1015ページ

• 例: 完全ウィルス対策パターン更新サーバーの構成 1016ページ

• 例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web） 1017ページ

• 例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新 1018ページ

• 完全ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手順） 1019ページ

完全ウィルス対策のパターン更新について

完全ファイルベース ウィルス対策保護のシグネチャ データベースのことを Juniper 完全ウィ

ルス対策データベースと呼びます（pattern-update コマンドによってダウンロードされます）。

このデータベースはエクスプレス ウィルス対策によって使用されるデータベースとは異なりま

す。 ウィルス（ポリモーフィック型ウィルスやその他の巧妙なウィルスを含む）、ワーム、ト

ロイの木馬、マルウェアなどを含むすべての破壊的で悪質なコードを検出します。

新しいウィルスが見つかると、パターンファイルの更新が追加されます。 Kaspersky Lab でパ

ターン データベース内のシグネチャが更新されると、これらの更新がセキュリティ デバイス

にダウンロードされます。そのため、ウィルス対策スキャナは最新のシグネチャを使用してト

ラフィックをスキャンできます。 これらの更新はセキュリティ デバイスが自動的に実行する

ことも（デフォルト）、ユーザーが手動でダウンロードすることもできます。

データベース パターン サーバーには HTTP または HTTPS によってアクセスできます。 デフォ

ルトでは、データベース更新のチェックは 60 分ごとに自動的に行われます。 この間隔を変更

したり、更新を手動で開始することもできます。 更新時にダウンロードされるファイルの数と

ダウンロード プロセスの時間は一定ではありません。

パターン データベースのローカル コピーは永続的データ ストレージ（すなわち、フラッシュ

ディスク）に保存されます。 デバイスを再起動した場合でも、ウィルス対策スキャン エンジ

ンの初期化中にこのローカル コピーを引き続き使用できます。パターン データベース サー

バーへのネットワーク アクセスは必要ありません。

注: 自動更新が失敗した場合は、自動的にあと 3 回更新が試みられます。 データ

ベースのダウンロードが失敗し続ける場合は、ダウンロードの試行がいったん中止

され、次回の定期更新まで待機してから再び試行されます。
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注: サブスクリプションが期限切れになった後、猶予期間が 30 日あり、この期間

中は引き続きウィルス対策パターン ファイルを更新できます。 猶予期間が過ぎる

と、ウィルス対策パターン ファイルの更新ができなくなります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1015ページの完全ウィルス対策のパターン更新の構成の概要

• 1016ページの例: 完全ウィルス対策パターン更新サーバーの構成

• 1017ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

• 1018ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新

• 1019ページの完全ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手順）

完全ウィルス対策のパターン更新の構成の概要

始める前に、パターン データベースの更新が正常に行われるようにするため、以下の前提条件

が満たされていることを確認します。

• 有効なウィルス対策スキャナ ライセンスがある。

• ネットワーク接続が構成されていて、パターン データベース サーバーにアクセスできる。

• DNS 設定とポート設定（ポート 80）が正しい。

ウィルス対策シグネチャ データベースのパターンを更新するには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ デバイスで、パターン更新サーバーの URL を指定します。

2. （オプション）デバイスがパターンサーバーの更新を自動的にチェックする頻度を指定しま

す。

セキュリティ デバイスはサーバー初期化ファイルをダウンロードした後、パターン ファイル

が有効かどうかをチェックします。 次にファイルを解析し、ファイルのバージョン、サイズ、

パターン ファイル サーバーの場所などのファイル情報を取得します。

セキュリティ デバイスに保存されているパターン ファイルが最新でない場合（または、今回

初めてパターン ファイルをロードするためファイルが存在しない場合）、ウィルス対策パター

ン更新サービス契約が現在有効であれば、パターン ファイル サーバーから最新のパターン

ファイルを自動的に取得します。

以下に、データベース更新機能を構成する CLI の例を示します。

utm {

feature-profile {

anti-virus {

type

kaspersky-lab-engine {

pattern-update

url url
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interval minutes

}

}

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1014ページの完全ウィルス対策のパターン更新について

• 1016ページの例: 完全ウィルス対策パターン更新サーバーの構成

• 1017ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

• 1018ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新

• 1019ページの完全ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手順）

例: 完全ウィルス対策パターン更新サーバーの構成

この例では、セキュリティ デバイスでパターン更新サーバーを構成する方法を示します。

• 要件 1016ページ

• 概要 1016ページ

• 構成 1017ページ

• 確認 1017ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 有効なウィルス対策スキャナ ライセンスを取得します。 1013ページの「「完全ウィルス対策

保護の概要」」を参照してください。

• ネットワーク接続を構成し、パターン データベース サーバーにアクセスできることを確認

します。 1014ページの「「完全ウィルス対策のパターン更新について」を」参照してくださ

い。

• DNS 設定とポート設定（ポート 80）を正しく構成します。 162ページの「「DNS の概要」」

を参照してください。

概要

セキュリティ デバイスでパターン更新サーバーを構成するには、パターン更新サーバーの URL

アドレスを入力します。 この例では、SRX210 サービス ゲートウェイ用の URL を更新します。

デフォルトでは、完全ウィルス対策保護の Juniper-Kaspersky URL は

http://update.juniper-updates.net/AV/device-name です。ここで、device-name はデバイス

の名前（SRX210 など）です。
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構成

ステップごとの手順 セキュリティ デバイスでパターン更新サーバーを構成するには、以下の手順に従います。

1. パターン更新サーバーの URL を指定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

pattern-update url http://update.juniper-updates.net/AV/SRX210

注: この URL のプラットフォーム名以外の部分は変更しないでください（た

だし、それによって問題が発生してサポートに問い合わせた場合を除く）。

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1015ページの完全ウィルス対策のパターン更新の構成の概要

• 1017ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

• 1018ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新

• 1019ページの完全ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手順）

例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

この例では、120 分ごとにパターン ファイルを自動的に更新するようセキュリティ デバイス

を構成します （ウィルス対策パターンのデフォルトの更新間隔は 60 分です）。

ウィルス対策パターンを自動的に更新するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[UTM]>[Anti-Virus]（ウィルス対策）の順に選択します。

2. [Kaspersky Lab Engine]（Kaspersky Lab エンジン）セクションの [Interval]（間隔）の

横のボックスに 120 と入力します。

3. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存してから、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1014ページの完全ウィルス対策のパターン更新について
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• 1015ページの完全ウィルス対策のパターン更新の構成の概要

• 1016ページの例: 完全ウィルス対策パターン更新サーバーの構成

• 1018ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新

• 1019ページの完全ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手順）

例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新

この例では、セキュリティ デバイスでパターン ファイルを自動的に更新する方法を示します。

• 要件 1018ページ

• 概要 1018ページ

• 構成 1018ページ

• 確認 1018ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 有効なウィルス対策スキャナ ライセンスを取得します。 1013ページの「「完全ウィルス対策

保護の概要」」を参照してください。

• ネットワーク接続を構成し、パターン データベース サーバーにアクセスできることを確認

します。 1014ページの「「完全ウィルス対策のパターン更新について」を」参照してくださ

い。

• DNS 設定とポート設定（ポート 80）を正しく構成します。 162ページの「「DNS Overview」」

を参照してください。

概要

この例では、120 分ごとにパターン ファイルを自動的に更新するようセキュリティ デバイス

を構成します （ウィルス対策パターンのデフォルトの更新間隔は 60 分です）。

構成

ステップごとの手順 パターン ファイルを自動的に更新するようセキュリティ デバイスを構成するには、以下の手

順に従います。

1. 間隔を設定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

pattern-update interval 120

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security utm コマンドを入力します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1015ページの完全ウィルス対策のパターン更新の構成の概要

• 1016ページの例: 完全ウィルス対策パターン更新サーバーの構成

• 1017ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

• 1019ページの完全ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手順）

完全ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手順）

ウィルス対策パターンを手動で更新するには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update

ウィルス対策パターンを手動で再ロードするには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-reload

ウィルス対策パターンを手動で削除するには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-delete

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1014ページの完全ウィルス対策のパターン更新について

• 1015ページの完全ウィルス対策のパターン更新の構成の概要

• 1016ページの例: 完全ウィルス対策パターン更新サーバーの構成

• 1017ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

• 1018ページの例: 完全ウィルス対策パターンの自動更新

完全ウィルス対策のファイル スキャン

• 完全ウィルス対策の内部スキャン エンジンについて 1019ページ

• グローバル、プロファイルベース、およびポリシーベースの完全ウィルス対策スキャン設

定 1020ページ

• 完全ウィルス対策のスキャン モード 1023ページ

• 完全ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニング 1025ページ

• 完全ウィルス対策のコンテンツ サイズ制限 1027ページ

• 完全ウィルス対策の解凍レイヤー制限 1028ページ

• 完全ウィルス対策のスキャン タイムアウト 1029ページ

• 完全ウィルス対策のスキャン セッション スロットリング 1030ページ

完全ウィルス対策の内部スキャン エンジンについて

完全ファイルベース ウィルス対策モジュールはゲートウェイ デバイス上にあるソフトウェア

サブシステムで、特定のアプリケーション レイヤー トラフィックをスキャンすることによっ
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てユーザーをウイルス攻撃から守り、ウィルスの蔓延を防ぎます。 ウィルス対策ソフトウェア

サブシステムは、ウィルス シグネチャ データベース、アプリケーション プロキシ、スキャン

マネージャ、およびスキャン エンジンから成ります。

スキャン エンジンは Kaspersky Lab が提供し、以下のように機能します。

1. クライアントがサーバーとの TCP 接続を確立し、トランザクションを開始します。

2. 問題のアプリケーション プロトコルがウィルス対策スキャンの対象となっている場合、そ

のトラフィックが解析のためにアプリケーション プロキシに転送されます。

3. スキャン要求が送信されると、スキャン エンジンはウィルス パターン データベースに問

い合わせることによってデータをスキャンします。

4. スキャン マネージャはウィルス対策スキャン セッションを監視し、データ コンテンツの

プロパティを既存のウィルス対策設定に対してチェックします。

5. スキャンが完了すると、結果がスキャン マネージャによって処理されます。

Kaspersky Lab スキャン エンジンは、通常ファイルのスキャンとスクリプト ファイルのスキャ

ンをサポートしています。 通常ファイル スキャンでは、入力オブジェクトは通常ファイルで

す。 可能性のあるすべてのシグネチャに対して入力コンテンツが照合されます。 スクリプト

ファイル スキャンでは、入力オブジェクトはスクリプト ファイルです。 JavaScript、

VBScript、mIRC スクリプト、bat スクリプト（DOS bat ファイル）、およびその他のテキスト

スクリプトが対象になります。 スクリプト ファイル用のシグネチャのみに対して入力コンテ

ンツが照合されます。 スクリプト スキャンは、HTTP プロトコル上の HTML コンテンツのみに

適用されます。 このスキャン タイプには 2 つの基準があります。 1 つは、この HTML ドキュ

メントの content-type フィールドがテキストまたは HTML でなければならないことです。 も

う 1 つは、HTTP ヘッダーにコンテンツ エンコーディングがないことです。 これら 2 つの基

準が満たされた場合、HTML パーサーを使用して HTML ドキュメントが解析され、スクリプトが

検出されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1020ページの完全ウィルス対策のスキャン レベル設定について

• 1021ページの例: 異なるレベルでの完全ウィルス対策スキャン設定の構成

• 1023ページの完全ウィルス対策のスキャン モードのサポートについて

グローバル、プロファイルベース、およびポリシーベースの完全ウィルス対策スキャン設定

• 完全ウィルス対策のスキャン レベル設定について 1020ページ

• 例: 異なるレベルでの完全ウィルス対策スキャン設定の構成 1021ページ

完全ウィルス対策のスキャン レベル設定について

ウィルス対策モジュールでは、スキャン オプションをグローバル レベル、UTM プロファイル

レベル、またはファイアウォール ポリシー レベルで構成できます。 各構成レベルには以下の

ような意味合いがあります。
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• グローバルウィルス対策設定—すべてのウィルス対策セッションに設定が適用されます。 グ

ローバル設定はウィルス対策モジュールの全般的な構成、つまり特定のプロファイルに固有

でない設定です。

• プロファイルベース設定—ウィルス対策設定は同じポリシー内のプロトコルごとに異なりま

す。

• ポリシーベース設定—ウィルス対策設定はポリシーごとに異なります。 ポリシーベース ウィ

ルス対策設定は、ファイアウォール ポリシーで定義されたすべてのスキャン指定トラフィッ

クに適用されます。

ほとんどのウィルス対策設定はウィルス対策プロファイル内で構成し、指定したプロトコルに

結び付けて、指定したポリシーで使用します。 これらの UTM ポリシーは、ファイアウォール

ポリシーに従ってトラフィックに適用されます。 ウィルス対策設定を含むファイアウォール

ポリシーがトラフィック フローのプロパティに一致した場合、そのトラフィック セッション

にウィルス対策設定が適用されます。 したがって、異なるプロトコルおよび異なるトラフィッ

ク セッションに対して異なるウィルス対策設定を適用できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1019ページの完全ウィルス対策の内部スキャン エンジンについて

• 1021ページの例: 異なるレベルでの完全ウィルス対策スキャン設定の構成

• 1023ページの完全ウィルス対策のスキャン モードのサポートについて

例: 異なるレベルでの完全ウィルス対策スキャン設定の構成

この例では、完全ウィルス対策スキャン設定を異なるレベルで構成する方法を示します。

• 要件 1021ページ

• 概要 1021ページ

• 構成 1022ページ

• 確認 1023ページ

要件

始める前に、必要なスキャン オプションのタイプを決定します。 1020ページの「「完全ウィル

ス対策のスキャン レベル設定について」」を参照してください。

概要

この例では、以下のすべてのレベルでウィルス対策スキャン オプションを定義します。

• グローバル レベル

• kasprof1 UTM プロファイルを使用した UTM プロファイル レベル

• p1 UTM ポリシーを使用したファイアウォール ポリシー レベル
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update interval

20

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options default block

set utm-policy p1 anti-virus http-profile av-profile

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ウィルス対策スキャン オプションを異なるレベルで構成するには、以下の手順に従います。

1. スキャン オプションをグローバル レベルで構成します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update interval

20

2. スキャン オプションを UTM プロファイル レベルで構成します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options default block

3. スキャン オプションを UTM ポリシー レベルで構成します。

[edit security utm]

user@host# set utm-policy p1 anti-virus http-profile av-profile

結果 構成モードで、show security utm コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

user@host# show security utm

...

utm-policy p1 {

anti-virus {

http-profile av-profile

ftp {

upload-profile av-profile

download-profile av-profile

}

}

}

...

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 異なるレベルでのスキャン設定の確認 1023ページ

異なるレベルでのスキャン設定の確認

目的 スキャン設定を異なるレベルで確認します。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1019ページの完全ウィルス対策の内部スキャン エンジンについて

• 1023ページの完全ウィルス対策のスキャン モードのサポートについて

完全ウィルス対策のスキャン モード

• 完全ウィルス対策のスキャン モードのサポートについて 1023ページ

• 例: 完全ウィルス対策のファイル拡張子スキャンの構成 1024ページ

• 完全ウィルス対策のファイル拡張子スキャンの構成（CLI 手順） 1025ページ

完全ウィルス対策のスキャン モードのサポートについて

Kaspersky Lab スキャン エンジンは、以下の 2 つのスキャン モードをサポートしています。

• scan-all—このオプションは、受け取ったすべてのデータをスキャンするようスキャン エンジ

ンに指示します。

• scan-by-extension—このオプションは、対象のトラフィックで見つかったファイル拡張子に基

づいてスキャンを実行するかどうかを決定します。

ファイル拡張子スキャン モード（scan-by-extension）でコンテンツをスキャンする場合、ファ

イル拡張子リストを使用してファイル拡張子のセットを定義できます。 この場合、スキャン拡

張子リストに含まれる拡張子のファイルがスキャンされます。 拡張子リストで定義されていな

い拡張子のファイルは、scan-by-extension モードではスキャンされません。 拡張子が存在し

ないファイルはスキャンされます。

ファイル拡張子リストを使用してコンテンツをスキャンするときは、以下の要件に注意してく

ださい。

• ファイル拡張子のエントリでは、大文字と小文字は区別されません。

• ファイル拡張子リスト名の最大長は 29 バイトです。

• 各ファイル拡張子エントリの最大長は 15 バイトです。

• ファイル拡張子リストの最大エントリ数は 255 個です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1019ページの完全ウィルス対策の内部スキャン エンジンについて

• 1020ページの完全ウィルス対策のスキャン レベル設定について

• 1021ページの例: 異なるレベルでの完全ウィルス対策スキャン設定の構成

例: 完全ウィルス対策のファイル拡張子スキャンの構成

この例では、完全ウィルス対策のファイル拡張子スキャンを構成する方法を示します。

• 要件 1024ページ

• 概要 1024ページ

• 構成 1024ページ

• 確認 1025ページ

要件

始める前に、必要なスキャン モードを決定します。 1023ページの「「完全ウィルス対策のスキャ

ン モードのサポートについて」」を参照してください。

概要

この例では、以下のタスクを実行します。

1. kasprof1 プロファイル用に extlist1 というファイルを作成し、.zip、.js、.vbs などの

拡張子を extlist1 に追加します。

2. スキャン モード設定を構成します。 すべてのファイルをスキャンするか、指定した拡張子

を持つファイルのみをスキャンするかを選択できます。 この例では、scan by-extension

オプションを使用して、デバイスで extlist1 ファイルが使用されるようにします。

構成

ステップごとの手順 完全ウィルス対策のファイル拡張子スキャンを構成するには、以下の手順に従います。

1. ファイル拡張子リストを作成して拡張子を追加します。

[edit]

user@host# set security utm custom-objects filename-extension extlist1 value [zip

js vbs]

2. スキャン拡張子設定を構成します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

kasprof1 scan-options scan-extension extlist1

3. スキャン モード設定を構成します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

kasprof1 scan-options scan-mode by-extension

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]
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user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1025ページの完全ウィルス対策のファイル拡張子スキャンの構成（CLI 手順）

完全ウィルス対策のファイル拡張子スキャンの構成（CLI 手順）

ファイル拡張子スキャンを構成するには、次の CLI 構成ステートメントを使用します。

security utm {

custom-objects {

filename-extension { ; set of list

name extension-list-name; #mandatory

value windows-extension-string;

}

}

}

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

scan-options {

scan-extension ext-list

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1024ページの例: 完全ウィルス対策のファイル拡張子スキャンの構成

• 1023ページの完全ウィルス対策のスキャン モードのサポートについて

完全ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニング

• 完全ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニングについて 1025ページ

• 例: 完全ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニングの構成 1026ページ

完全ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニングについて

デフォルトでは、ウィルス対策スキャンのパフォーマンスを向上させるため、インテリジェン

ト事前スクリーニングが有効になっています。 ウィルス対策モジュールは通常、ゲートウェイ

デバイスがファイルの全パケットを受信した後にデータのスキャンを開始します。 インテリ

ジェント事前スクリーニングが有効な場合は、もっと早い段階でファイルのスキャンが開始さ

れます。 この場合、スキャン エンジンは、最初のパケットまたは最初の数個のパケットを使

用して、ファイルに悪質なコードが含まれている可能性があるかどうかを判断します。 これら

の最初のパケットに対してクイック チェックを実行し、ファイルが感染している可能性が低い

ことがわかった場合、通常のスキャン手順を省略しても問題ないと判断します。
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注: インテリジェント事前スクリーニングは、エンコードされていないトラフィッ

クで使用することのみを目的とします。 MIME エンコードされたトラフィック、メー

ル プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）、および HTTP POST には適用されません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1026ページの例: 完全ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニングの構成

• 1023ページの完全ウィルス対策のスキャン モードのサポートについて

例: 完全ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニングの構成

この例では、完全ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニングを構成する方法を示し

ます。 デフォルトでは、ウィルス対策スキャンのパフォーマンスを向上させるため、インテリ

ジェント事前スクリーニングが有効になっています。

• 要件 1026ページ

• 概要 1026ページ

• 構成 1026ページ

• 確認 1027ページ

要件

始める前に、インテリジェント事前スクリーニングがどのようにしてウィルス対策スキャンの

パフォーマンスを向上させるかを理解します。 1025ページの「「完全ウィルス対策のインテリ

ジェント事前スクリーニングについて」」を参照してください。

概要

この例では、以下のタスクを実行します。

• kasprof1 プロファイルに対してインテリジェント事前スクリーニングを有効にします。

• kasprof1 プロファイルに対してインテリジェント事前スクリーニングを無効にします。

構成

ステップごとの手順 完全ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニングを有効または無効にするには、以下

の手順に従います。

1. kasprof1 プロファイルに対してインテリジェント事前スクリーニングを有効にします。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

kasprof1 scan-options intelligent-prescreening

2. kasprof1 プロファイルに対してインテリジェント事前スクリーニングを無効にします。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

kasprof1 scan-options no-intelligent-prescreening
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注: インテリジェント事前スクリーニングは、エンコードされていないトラ

フィックで使用することのみを目的とします。 メール プロトコル（SMTP、

POP3、IMAP）または HTTP POST には適用されません。

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1020ページの完全ウィルス対策のスキャン レベル設定について

完全ウィルス対策のコンテンツ サイズ制限

• 完全ウィルス対策のコンテンツ サイズ制限について 1027ページ

• 完全ウィルス対策のコンテンツ サイズ制限の構成（CLI 手順） 1028ページ

完全ウィルス対策のコンテンツ サイズ制限について

リソースの制約により、データベースの最大コンテンツ サイズについて、デバイスによって異

なるデフォルトの制限があります。 コンテンツ サイズ値は構成可能です。 また、最大コンテ

ンツ サイズの上限と下限もあります （この範囲はデバイスによって異なり、構成できませ

ん）。

コンテンツ サイズのチェックは、スキャン要求の送信前に行われます。 この正確なタイミン

グはプロトコルによって異なります。 プロトコル ヘッダーに正確なコンテンツ長フィールド

が含まれている場合は、ヘッダー解析中にコンテンツ長フィールドが抽出されたときにコンテ

ンツ サイズがチェックされます。 ここでいうコンテンツ サイズは通常、ファイル サイズの

ことを指します。 コンテンツ長フィールドがない場合は、ウィルス対策モジュールがパケット

を受信している間にサイズがチェックされます。 この場合、コンテンツ サイズは TCP ペイ

ロード サイズの累積値を指します。

注: この設定はすべてのプロトコルで使用できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1028ページの完全ウィルス対策のコンテンツ サイズ制限の構成（CLI 手順）
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完全ウィルス対策のコンテンツ サイズ制限の構成（CLI 手順）

コンテンツ サイズ制限を構成するには、次の CLI 構成ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

scan-options {

content-size-limit KB;

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1027ページの完全ウィルス対策のコンテンツ サイズ制限について

完全ウィルス対策の解凍レイヤー制限

• 完全ウィルス対策の解凍レイヤー制限について 1028ページ

• 完全ウィルス対策の解凍レイヤー制限の構成（CLI 手順） 1029ページ

完全ウィルス対策の解凍レイヤー制限について

解凍レイヤー制限は、ネストされた圧縮ファイルや抽出可能な内部オブジェクトを含むファイ

ル（アーカイブ ファイル（tar）、MS Word ファイル、PowerPoint ファイルなど）について、

内部ウィルス対策スキャナがウィルス スキャンを実行する前に解凍できるレイヤーの数を指定

します。 たとえば、別の圧縮 .zip ファイルを含む圧縮 .zip ファイルがメッセージに含まれ

ている場合、圧縮レイヤーは 2 つあります。 両方のファイルを解凍するには、解凍レイヤー

の設定が 2 である必要があります。

一部のプロトコルでは、データの転送中にコンテンツ エンコーディングが使用されます。 こ

のレイヤーは解凍レベルと見なされるため、ウィルス スキャンを実行する前にデコードする必

要があります。

圧縮データには以下の 3 種類があります。

• 圧縮ファイル（zip、rar、gzip）

• エンコードされたデータ（MIME）

• パッケージ化されたデータ（OLE、.CAP、.MSI、.TAR、.EML）

解凍レイヤーは、zip 圧縮されたファイルのレイヤーであるか、またはパッケージ化されたデー

タの埋め込みオブジェクトです。 ウィルス対策エンジンは各レイヤーをスキャンしてから次の

レイヤーを復元し、これを、ユーザーが構成した解凍制限に達するか、デバイスの解凍レイヤー

制限に達するか、ウィルスまたはその他のマルウェアが見つかるか、データが完全に解凍され

るかのいずれかが起こるまで続けます。

ウィルス シグネチャ データベースが大きくなり、スキャン アルゴリズムが高度になるにつれ

て、スキャン エンジンはデータのより深い場所にある埋め込みマルウェアを見つけ出せるよう

になります。 その結果、圧縮データのより多くのレイヤーが復元されます。 Juniper デバイ

スのセキュリティ レベルは解凍制限によって制限され、これはセキュリティ サービスに割り
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当てられたメモリに基づきます。 解凍制限内でウィルスが見つからない場合、ユーザーはその

データを通過させるかドロップするかを選択できます。

注: この設定はすべてのプロトコルで使用できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1029ページの完全ウィルス対策の解凍レイヤー制限の構成（CLI 手順）

完全ウィルス対策の解凍レイヤー制限の構成（CLI 手順）

解凍レイヤー制限を構成するには、次の CLI 構成ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

scan-options {

decompress-layer-limit number

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1028ページの完全ウィルス対策の解凍レイヤー制限について

完全ウィルス対策のスキャン タイムアウト

• 完全ウィルス対策のスキャン タイムアウトについて 1029ページ

• 完全ウィルス対策のスキャン タイムアウトの構成（CLI 手順） 1030ページ

完全ウィルス対策のスキャン タイムアウトについて

スキャン タイムアウト値は、スキャン要求が生成されてからスキャン エンジンによってスキャ

ン結果が返されるまでの期限を指定します。 1 ～ 1800 秒の範囲を指定できます。 デフォル

トは 180 秒です。

注: このタイムアウト パラメータはサポートされているすべてのプロトコルで使用

されます。 プロトコルごとに異なるタイムアウト値を指定できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1030ページの完全ウィルス対策のスキャン タイムアウトの構成（CLI 手順）
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完全ウィルス対策のスキャン タイムアウトの構成（CLI 手順）

スキャン タイムアウトを構成するには、次の CLI 構成ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

scan-options {

timeout-value seconds {

}

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1029ページの完全ウィルス対策のスキャン タイムアウトについて

完全ウィルス対策のスキャン セッション スロットリング

• 完全ウィルス対策のスキャン セッション スロットリングについて 1030ページ

• 完全ウィルス対策のスキャン セッション スロットリングの構成（CLI 手順） 1030ページ

完全ウィルス対策のスキャン セッション スロットリングについて

悪質なユーザーは、使用可能なすべてのリソースを消費してスキャン エンジンが他のトラフィッ

クをスキャンできないようにするため、一斉に大量のトラフィックを生成する場合があります。

このような試みが成功しないようにするため、セッション スロットルがウィルス対策リソース

に適用されます。これにより、単一のソースが一度に消費できるトラフィックの量が制限され

ます。 この制限はデフォルトで 100 に設定されています。 この整数は単一ソースからの許可

される最大セッション数を示します。 このデフォルト制限は変更可能ですが、この制限を高い

値に設定した場合、事実上制限がないのと同じになることに注意してください。

over-limit は、クライアントあたりの接続数制限に対するフォールバック設定です。 over-limit

のデフォルトの動作はセッションをブロックすることです。 これはポリシーごとの設定です。

UTM ポリシーごとに異なる設定を指定できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1030ページの完全ウィルス対策のスキャン セッション スロットリングの構成（CLI 手順）

完全ウィルス対策のスキャン セッション スロットリングの構成（CLI 手順）

スキャン セッション スロットリングを構成するには、次の CLI 構成ステートメントを使用し

ます。

security utm utm-policy name

traffic-options {

sessions-per-client {

limit number;

over-limit { log-and-permit | block}

}

}
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1030ページの完全ウィルス対策のスキャン セッション スロットリングについて

完全ウィルス対策のアプリケーション プロトコル スキャン

• 完全ウィルス対策のアプリケーション プロトコル スキャンについて 1031ページ

• HTTP 完全ウィルス対策スキャン 1032ページ

• FTP 完全ウィルス対策スキャン 1037ページ

• SMTP 完全ウィルス対策スキャン 1038ページ

• POP3 完全ウィルス対策スキャン 1040ページ

• IMAP 完全ウィルス対策スキャン 1042ページ

完全ウィルス対策のアプリケーション プロトコル スキャンについて

ウィルス対策スキャンはプロトコル単位でオン/オフできます。 ウィルス対策プロファイルで

あるプロトコルのスキャンが無効になっている場合、このプロトコルのアプリケーション イン

テリジェンスはありません。 したがって、ほとんどの場合、このプロトコルを使用したトラ

フィックはスキャンされません。 ただし、該当するプロトコルが、ウィルス対策プロファイル

でスキャンが有効になっている別のプロトコルに基づく場合、そのトラフィックはその有効化

されたプロトコルとしてスキャンされます。

内部ウィルス対策スキャン エンジンは特定のアプリケーション レイヤー トランザクションの

スキャンをサポートしているため、スキャンするコンテンツ（HTTP、FTP、SMTP、POP3、または

IMAP トラフィック）をユーザーが選択できます。 スキャンするコンテンツ タイプごとに異な

る構成オプションがあります。

プロファイルベース設定（有効/無効、スキャンモード、スキャン結果処理の設定など）は、サ

ポートされているすべてのプロトコルに適用できるとは限りません。 次の表に、プロファイル

ベース設定とそのプロトコル サポートを示します。

表127: サポートされているプロファイルベース設定とそのプロトコル サポート

プロトコル サポートプロファイル設定

すべてのプロトコルでサポートされているスキャンをプロトコル単位で有効または無効にする

すべてのプロトコルでサポートされている1023ページの「スキャンモード」（ファイル拡張子スキャンなど）

すべてのプロトコルでサポートされている1027ページの「コンテンツ サイズ制限」

すべてのプロトコルでサポートされている1028ページの「解凍レイヤー」

すべてのプロトコルでサポートされている1029ページの「タイムアウト」

HTTP のみ1033ページの「トリックリング」

すべてのプロトコルでサポートされている1048ページの「フォールバック オプション」
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表127: サポートされているプロファイルベース設定とそのプロトコル サポート （続き）

すべてのプロトコルでサポートされているプロトコル固有メッセージ

SMTP、POP3、IMAP のみ1045ページの「電子メール通知」

すべてのプロトコルでサポートされている1046ページの「カスタム メッセージによるウィルス検出通知」

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1032ページのHTTP スキャンについて

• 1033ページのHTTP スキャンの有効化（CLI 手順）

• 1045ページのプロトコル固有ウィルス検出通知について

HTTP 完全ウィルス対策スキャン

• HTTP スキャンについて 1032ページ

• HTTP スキャンの有効化（CLI 手順） 1033ページ

• HTTP トリックリングについて 1033ページ

• HTTP トリックリングによるウィルス対策スキャン中のタイムアウトの防止（CLI 手

順） 1034ページ

• MIME ホワイトリストについて 1034ページ

• 例: MIME ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成 1035ページ

• URL ホワイトリストについて 1036ページ

• URL ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成（CLI 手順） 1036ページ

HTTP スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルでハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）トラフィッ

クに対してウィルス対策スキャンが有効になっている場合、定義された HTTP サービス ポート

（通常はポート 80）への TCP トラフィックが監視されます。 HTTP トラフィックに関しては、

セキュリティ デバイスは HTTP 応答と要求（get、post、および put コマンド）の両方をス

キャンします。

注: HTTP ウィルス対策スキャンでは、HTTP 1.0 と 1.1 の両方がサポートされてい

ます。 プロトコル バージョンが HTTP 0.x の場合、ウィルス対策スキャナはその

トラフィックのスキャンを試みます。 未知のプロトコルは無視されます。 たとえ

ば、一部のアプリケーション プロトコルは、トランスポートとして HTTP を使用し

ているものの、HTTP 1.0 または 1.1 に準拠していません。 これらは未知のプロト

コルと見なされ、スキャンされません。
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以下に、ウィルス対策スキャナが HTTP トラフィックを代行受信してスキャンし、適用するア

クションを決定するしくみの概要を示します。

1. HTTP クライアントが HTTP 要求を Web サーバーに送信するか、Web サーバーが HTTP 要求

に応答します。

2. セキュリティ デバイスが要求を代行受信してデータをウィルス対策スキャナに渡し、ウィ

ルス対策スキャナがウィルス スキャンを行います。

3. スキャンの完了後、デバイスは以下のいずれかの処理を行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、要求を Web サーバーに転送します。

• ウィルスが見つかった場合は要求をドロップし、感染を報告する HTTP メッセージをクラ

イアントに送信します。

スクリプトのみのスキャンでは、入力オブジェクトはスクリプト ファイルです。 JavaScript、

VBScript、mIRC スクリプト、bat スクリプト（DOS bat ファイル）、およびその他のテキスト

スクリプトが対象になります。 スクリプト ファイル用のシグネチャのみに対して入力コンテ

ンツが照合されます。 スクリプト スキャンは、HTTP プロトコル上の HTML コンテンツのみに

適用されます。 このスキャン タイプには 2 つの基準があります。 1 つは、この HTML ドキュ

メントの content-type フィールドがテキストまたは HTML でなければならないことです。 も

う 1 つは、HTTP ヘッダーにコンテンツ エンコーディングがないことです。 これら 2 つの基

準が満たされた場合、HTML パーサーを使用して HTML ドキュメントが解析されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1031ページの完全ウィルス対策のアプリケーション プロトコル スキャンについて

• 1033ページのHTTP スキャンの有効化（CLI 手順）

HTTP スキャンの有効化（CLI 手順）

HTTP トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の CLI 構成ステートメント

を入力します。

user@host# set security utm utm-policy policy-name anti-virus http

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1031ページの完全ウィルス対策のアプリケーション プロトコル スキャンについて

• 1032ページのHTTP スキャンについて

HTTP トリックリングについて

HTTP トリックリングは、HTTP クライアントまたはサーバーがファイル転送中またはウィルス

対策スキャン中にタイムアウトしないようにするためのメカニズムです。 低速リンクで大きな

ファイルを転送しているとき、ウィルス対策スキャナがファイル全体をスキャンするのに時間

がかかり過ぎてタイムアウトする場合があります。
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HTTP トリックリングとは、ダウンロードされた HTTP ファイルをスキャン マネージャが調べ

ている間にブラウザ ウィンドウがタイムアウトしないように、指定した量のまだスキャンされ

ていない HTTP トラフィックを要求元 HTTP クライアントに転送することです （スキャンされ

たファイル全体を転送する前に少量のデータがセキュリティ デバイスから転送されます）。

HTTP トリックリングは時間に基づいており、この機能を構成するためのパラメータはタイムア

ウト間隔だけです。 デフォルトでは、トリックリングは無効になっています。

注: タイムアウト ベースのトリックリングはパケット駆動式です。 つまり、ある

特定の期間内にパケットが 1 つも受信されない場合、HTTP トリックリングは中止

されます。 この設定は HTTP 接続についてのみサポートされています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1034ページのHTTP トリックリングによるウィルス対策スキャン中のタイムアウトの防止（CLI

手順）

HTTP トリックリングによるウィルス対策スキャン中のタイムアウトの防止（CLI 手順）

HTTP トリックリングを構成するには、次の CLI 構成ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine {

profile name {

trickling timeout seconds;

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1033ページのHTTP トリックリングについて

MIME ホワイトリストについて

ゲートウェイ デバイスは MIME（多目的インターネット メール拡張機能）タイプを使用して、

ウィルス対策スキャンを回避できるトラフィックを判断します。 MIME ホワイトリストは MIME

タイプのリストを定義し、1 つ以上の MIME エントリを含めることができます。

MIME エントリでは、大文字と小文字は区別されません。 空の MIME は無効なエントリであり、

MIME リストに含めないようにします。 MIME エントリが / 文字で終わる場合は、プレフィッ

クスが照合されます。 それ以外の場合は、エントリ全体が照合されます。

MIME タイプによるウィルス対策スキャン回避の構成には、以下の 2 種類の MIME リストが使

用されます。

• MIME ホワイトリスト リスト—これは、ウィルス対策スキャンを回避できるすべての MIME タ

イプを含むリストです。
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• 例外リスト—例外リストは、一部の MIME タイプを MIME ホワイトリスト リストから除外す

るためのリストです。 このリストは、MIME ホワイトリストに含まれる MIME タイプのサブ

セットです。

たとえば、MIME ホワイトリストに video/ というエントリがあり、例外リストに

video/x-shockwave-flash というエントリがある場合、これら 2 つのリストを使用すること

で、“video/” MIME タイプを含むオブジェクトのうち、“video/x-shockwave-flash” MIME

タイプを含むもの以外について、ウィルス対策スキャンを回避できます。

MIME ホワイトリストのエントリには以下の制限があります。

• MIME リストに含まれる MIME 項目の最大数は 50 個です。

• 各 MIME エントリの最大長は 40 バイトに制限されます。

• MIME リスト名文字列の最大長は 40 バイトに制限されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1035ページの例: MIME ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成

• 1036ページのURL ホワイトリストについて

• 1036ページのURL ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成（CLI 手順）

例: MIME ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成

この例では、MIME ホワイトリストを構成してウィルス対策スキャンを回避する方法を示しま

す。

• 要件 1035ページ

• 概要 1035ページ

• 構成 1035ページ

• 確認 1036ページ

要件

始める前に、MIME タイプによるウィルス対策スキャン回避の構成に使用する MIME リストのタ

イプを決定します。 1034ページの「「MIME ホワイトリストについて」」を参照してください。

概要

この例では、avmime2 と ex-avmime2 という 2 つの MIME リストを作成し、それらにパターン

を追加します。

構成

ステップごとの手順 MIME ホワイトリストを構成してウィルス対策スキャンを回避するには、以下の手順に従いま

す。

1. MIME リストを作成し、このリストにパターンを追加します。

[edit]
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user@host# set security utm custom-objects mime-pattern avmime2 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

user@host# set security utm custom-objects mime-pattern ex-avmime2 value

[video/quicktime-inappropriate]

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1036ページのURL ホワイトリストについて

• 1036ページのURL ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成（CLI 手順）

URL ホワイトリストについて

URL ホワイトリストはユーザーが定義する特別なカスタム リストで、このリスト内の指定した

カテゴリに属するすべての URL または IP アドレスは、常にスキャンが回避されます。 ウィ

ルス対策スキャンは CPU およびメモリ集約的なアクションなので、スキャンが確実に不要であ

る URL または IP アドレスがある場合は、このカスタム リストを作成してそれらを追加でき

ます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1034ページのMIME ホワイトリストについて

• 1035ページの例: MIME ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成

• 1036ページのURL ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成（CLI 手順）

URL ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成（CLI 手順）

URL ホワイトリストを構成するには、次の CLI 構成ステートメントを使用します。

security utm custom-objects {

custom-url-category { ; set of list

name url-category-name; #mandatory

value url-pattern-name;

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1034ページのMIME ホワイトリストについて

• 1035ページの例: MIME ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成
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• 1036ページのURL ホワイトリストについて

FTP 完全ウィルス対策スキャン

• FTP ウィルス対策スキャンについて 1037ページ

• FTP ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順） 1037ページ

FTP ウィルス対策スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルでファイル転送プロトコル（FTP）トラフィックに対し

てウィルス対策スキャンが有効になっている場合、セキュリティ デバイスは制御チャネルを監

視し、いずれかの FTP データ転送コマンドが検出されると、データ チャネルを通じて送信さ

れるデータをスキャンします。

以下に、ウィルス対策スキャナが FTP トラフィックを代行受信してスキャンし、適用するアク

ションを決定するしくみの概要を示します。

1. ローカル FTP クライアントが FTP サーバーへの FTP 制御チャネルを開き、データの転送

を要求します。

2. FTP クライアントとサーバーがネゴシエートし、要求されたデータをサーバーから送信する

ためのデータ チャネルを確立します。 セキュリティ デバイスがデータを代行受信してウィ

ルス対策スキャン エンジンに渡し、スキャン エンジンがウィルス スキャンを行います。

3. スキャンの完了後、デバイスは以下のいずれかの処理を行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、データをクライアントに転送します。

• ウィルスが見つかった場合は、データ チャネルでデータをドロップ メッセージに置き換

え、感染を報告するメッセージを制御チャネルで送信します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1037ページのFTP ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順）

FTP ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順）

ファイル転送プロトコル（FTP）トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の

CLI 構成ステートメントを入力します。

user@host# security utm utm-policy policy-name anti-virus ftp

注: FTP トラフィックをスキャンするためには、FTP ALG を有効にする必要があり

ます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1037ページのFTP ウィルス対策スキャンについて
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SMTP 完全ウィルス対策スキャン

• SMTP ウィルス対策スキャンについて 1038ページ

• SMTP ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順） 1039ページ

SMTP ウィルス対策スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルで SMTP（簡易メール転送プロトコル）のウィルス対策

スキャンが有効になっている場合、セキュリティ デバイスはローカル SMTP クライアントから

のトラフィックを、ローカル メール サーバーに送信する前にウィルス対策スキャナに転送し

ます。

注: チャンキングはデータ コマンドの代わりとなるものです。 これは大きなメッ

セージを小さなチャンクに分けて送信するメカニズムを提供します。 チャンキング

はサポートされていません。 チャンキングを使用したメッセージは無視され、ス

キャンされません。

以下に、ウィルス対策スキャナが SMTP トラフィックを代行受信してスキャンし、適用するア

クションを決定するしくみの概要を示します。

1. SMTP クライアントが電子メール メッセージをローカル メール サーバーに送信するか、リ

モート メール サーバーが電子メール メッセージを SMTP によってローカル メール サー

バーに転送します。

2. セキュリティ デバイスが電子メール メッセージを代行受信してデータをウィルス対策ス

キャナに渡し、ウィルス対策スキャナがウィルス スキャンを行います。

3. スキャンの完了後、デバイスは以下のいずれかの処理を行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、メッセージをローカル サーバーに転送します。

• ウィルスが見つかった場合は、置き換えたメッセージをクライアントに送信します。

このトピックには以下のセクションがあります。

• SMTP ウィルス対策のメール メッセージ置き換えについて 1038ページ

• SMTP ウィルス対策の送信者通知について 1039ページ

• SMTP ウィルス対策の件名タグ付けについて 1039ページ

SMTP ウィルス対策のメール メッセージ置き換えについて

電子メール メッセージでウィルスが見つかった場合、元のメッセージはドロップされ、メッ

セージ本文が切り捨てられて、次のようなメッセージで内容が置き換えられます。

nContent-Type: text/plain

Your mail <src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> contains contaminated file

<filename> with virus <virusname>, so it is dropped.

失敗モードがドロップに設定されている場合に、スキャン エラーが返されたとき、元のメッ

セージはドロップされ、メッセージ本文全体が切り捨てられて、 次のようなメッセージで内容

が置き換えられます。
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nContent-Type: text/plain

Your mail <src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> is dropped for <reason>.

SMTP ウィルス対策の送信者通知について

notify-sender-on-virus が設定されている場合に、ウィルスの検出によってメッセージがドロッ

プされたとき、電子メールがメール送信者に送信されます。 この通知の内容は次のとおりで

す。

From: <admin>@<gateway_ip>

To: <sender_e-mail>

Subject: Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software. A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> <ENVID> contaminated file <filename> with

virus <virusname>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

notify-sender-on-error-drop が設定されている場合に、スキャン エラーによってメッセージが

ドロップされたとき、電子メールがスキャンされたメッセージのメール送信者に送信されます。

この電子メールの内容は次のとおりです。

From: <admin>@<gateway_ip>

To: <sender_e-mail>

Subject: Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software. A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> <ENVID> <reason>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

注: ENVID パラメータの詳細については、RFC 3461 を参照してください。

SMTP ウィルス対策の件名タグ付けについて

失敗モードが pass に設定されている場合に、スキャン エラーが返されたとき、そのメッセー

ジはデバイスを通過してサーバーに届きます。 notify-recipient-on-error-pass が設定されて

いる場合は、次の文字列が件名フィールドの最後に追加されます。

(No virus check: <reason>)

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1039ページのSMTP ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順）

SMTP ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順）

SMTP トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の CLI 構成ステートメント

を入力します。

user@host# set security utm utm-policy policy-name anti-virus smtp-profile

1039Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第34章: 完全ウィルス対策保護

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1038ページのSMTP ウィルス対策スキャンについて

POP3 完全ウィルス対策スキャン

• POP3 ウィルス対策スキャンについて 1040ページ

• POP3 ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順） 1041ページ

POP3 ウィルス対策スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルでポスト オフィス プロトコル 3（POP3）のウィルス

対策スキャンが有効になっている場合、セキュリティ デバイスはローカル メール サーバーか

らのトラフィックを、ローカル POP3 クライアントに送信する前にウィルス対策スキャナに転

送します。

以下に、ウィルス対策スキャナが POP3 トラフィックを代行受信してスキャンし、適用するア

クションを決定するしくみの概要を示します。

1. POP3 クライアントが電子メール メッセージをローカル メール サーバーからダウンロード

します。

2. セキュリティ デバイスが電子メール メッセージを代行受信してデータをウィルス対策ス

キャナに渡し、ウィルス対策スキャナがウィルス スキャンを行います。

3. スキャンの完了後、セキュリティ デバイスは以下のいずれかの処理を行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、メッセージをクライアントに転送します。

• ウィルスが見つかった場合は、感染を報告するメッセージをクライアントに送信します。

注: IMAP のプロトコル固有通知の詳細については、1045ページの「「プロトコル

固有ウィルス検出通知について」」を参照してください。

このトピックには以下のセクションがあります。

• POP3 ウィルス対策のメール メッセージ置き換えについて 1040ページ

• POP3 ウィルス対策の送信者通知について 1041ページ

• POP3 ウィルス対策の件名タグ付けについて 1041ページ

POP3 ウィルス対策のメール メッセージ置き換えについて

電子メール メッセージでウィルスが見つかった場合、元のメッセージはドロップされ、メッ

セージ本文が切り捨てられて、次のようなメッセージで内容が置き換えられます。

nContent-Type: text/plain

Your mail <src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> contains contaminated file

<filename> with virus <virusname>, so it is dropped.
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POP3 ウィルス対策の送信者通知について

notify-sender-on-virus が設定されている場合に、ウィルスの検出によってメッセージがドロッ

プされたとき、電子メールがメール送信者に送信されます。

From: <admin>@<gateway_ip>

To: <sender_e-mail>

Subject: Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software. A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> contaminated file <filename> with virus

<virusname>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

notify-sender-on-error-drop が設定されている場合に、スキャン エラーによってメッセージが

ドロップされたとき、電子メールがスキャンされたメッセージのメール送信者に送信されます。

この電子メールの内容は次のとおりです。

From: <admin>@<gateway_ip>

To: <sender_e-mail>

Subject: Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software. A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> <reason>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

POP3 ウィルス対策の件名タグ付けについて

失敗モードが pass に設定されている場合に、スキャン エラーが返されたとき、そのメッセー

ジはデバイスを通過してサーバーに届きます。 notify-recipient-on-error-pass が設定されて

いる場合は、次の文字列が件名フィールドの最後に追加されます。

(No virus check: <reason>)

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1041ページのPOP3 ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順）

POP3 ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順）

POP3 トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の CLI 構成ステートメント

を入力します。

user@host# set security utm utm-policy policy-name anti-virus pop3-profile

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1040ページのPOP3 ウィルス対策スキャンについて
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IMAP 完全ウィルス対策スキャン

• IMAP ウィルス対策スキャンについて 1042ページ

• IMAP ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順） 1044ページ

IMAP ウィルス対策スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルで IMAP（インターネット メッセージ アクセス プロ

トコル）のウィルス対策スキャンが有効になっている場合、セキュリティ デバイスはローカル

メール サーバーからのトラフィックを、ローカル IMAP クライアントに送信する前に内部ウィ

ルス対策スキャナに転送します。

以下に、ウィルス対策スキャナが IMAP トラフィックを代行受信してスキャンし、適用するア

クションを決定するしくみの概要を示します。

1. IMAP クライアントが電子メール メッセージをローカル メール サーバーからダウンロード

します。

2. セキュリティ デバイスが電子メール メッセージを代行受信してデータをウィルス対策ス

キャナに渡し、ウィルス対策スキャナがウィルス スキャンを行います。

3. スキャンの完了後、セキュリティ デバイスは以下のいずれかの処理を行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、メッセージをクライアントに転送します。

• ウィルスが見つかった場合は、感染を報告するメッセージをクライアントに送信します。

注: IMAP のプロトコル固有通知の詳細については、1045ページの「「プロトコル

固有ウィルス検出通知について」」を参照してください。

このトピックには以下のセクションがあります。

• IMAP ウィルス対策のメール メッセージ置き換えについて 1042ページ

• IMAP ウィルス対策の送信者通知について 1042ページ

• IMAP ウィルス対策の件名タグ付けについて 1043ページ

• IMAP ウィルス対策スキャンの制限について 1043ページ

IMAP ウィルス対策のメール メッセージ置き換えについて

電子メール メッセージでウィルスが見つかった場合、元のメッセージはドロップされ、メッ

セージ本文が切り捨てられて、次のようなメッセージで内容が置き換えられます。

nContent-Type: text/plain

Your mail <src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> contains contaminated file

<filename> with virus <virusname>, so it is dropped.

IMAP ウィルス対策の送信者通知について

notify-sender-on-virus が設定されている場合に、ウィルスの検出によってメッセージがドロッ

プされたとき、電子メールがメール送信者に送信されます。

From: <admin>@<gateway_ip>
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To: <sender_e-mail>

Subject: Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software. A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> contaminated file <filename> with virus

<virusname>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

notify-sender-on-error-drop が設定されている場合に、スキャン エラーによってメッセージが

ドロップされたとき、電子メールがスキャンされたメッセージのメール送信者に送信されます。

この電子メールの内容は次のとおりです。

From: <admin>@<gateway_ip>

To: <sender_e-mail>

Subject: Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software. A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> : <src_port> — <dst_port>: <dst_port> <reason>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

IMAP ウィルス対策の件名タグ付けについて

失敗モードが pass に設定されている場合に、スキャン エラーが返されたとき、そのメッセー

ジはデバイスを通過してサーバーに届きます。 notify-recipient-on-error-pass が設定されて

いる場合は、次の文字列が件名フィールドの最後に追加されます。

(No virus check: <reason>)

IMAP ウィルス対策スキャンの制限について

メール分割 — 1 つの電子メールが複数の部分に分割され、各部分が別々の応答によって送信さ

れる場合があります。 これはメール分割と呼ばれ、ほとんどの一般的なメール クライアント

では大きな電子メールを送受信するためにこれがサポートされています。 分割されたメールの

スキャンはウィルス対策スキャナでサポートされておらず、このような場合、メッセージ本文

はスキャンされません。

部分コンテンツ — メール クライアントの中には、電子メールのサイズによって異なる処理を

行うものがあります。 たとえば、小さい電子メール（10 KB 未満）は全体としてダウンロード

され、 大きい電子メール（たとえば、1 MB 未満など）は IMAP サーバーからの要求時に 10

KB の部分に分割されます。 部分コンテンツ要求のスキャンは、ウィルス対策スキャナでサポー

トされていません。

IMAP アップロード — IMAP ダウンロードのウィルス対策スキャンのみがサポートされていま

す。 IMAP アップロード トラフィックはスキャンされません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1044ページのIMAP ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順）
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IMAP ウィルス対策スキャンの有効化（CLI 手順）

IMAP トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の CLI 構成ステートメント

を入力します。

user@host# security utm utm-policy policy-name anti-virus imap-profile

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1042ページのIMAP ウィルス対策スキャンについて

完全ウィルス対策のスキャン結果と通知オプション

• 完全ウィルス対策のスキャン結果処理について 1044ページ

• プロトコル固有ウィルス検出通知 1045ページ

• 電子メール ウィルス検出通知 1045ページ

• カスタム メッセージによるウィルス検出通知 1046ページ

• 完全ウィルス対策スキャンのフォールバック オプション 1047ページ

完全ウィルス対策のスキャン結果処理について

ウィルス対策スキャン結果の処理方法は、結果に応じて異なります。 たとえば、スキャン結果

が感染なしの場合、そのトラフィックは受信者に転送されます。 スキャン結果が感染ありの場

合、そのトラフィックはドロップされます。 スキャンでエラーが発生した場合、結果の処理は

エラーの原因と構成（フォールバック設定）によって異なります。

以下に、スキャン結果に基づくアクションの一覧を示します。

• スキャン結果 = 通過

このスキャン結果の処理アクションは、メッセージを通過させることです。 この場合、ウィ

ルスは検出されておらず、エラー コードも返されていません。 あるいは、エラー コードが

返されたものの、このエラー コードのフォールバック オプションが log-and-permit に設

定されています。

• スキャン結果 = ブロック

このスキャン結果の処理アクションは、メッセージをブロックすることです。 この場合は、

ウィルスが検出されたか、またはエラー コードが返されてこのエラー コードのフォールバッ

ク オプションが block に設定されています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1020ページの完全ウィルス対策のスキャン レベル設定について
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プロトコル固有ウィルス検出通知

• プロトコル固有ウィルス検出通知について 1045ページ

• プロトコル固有ウィルス検出通知の構成（CLI 手順） 1045ページ

プロトコル固有ウィルス検出通知について

ウィルスが検出されたため、またはスキャン エラーが発生したためにコンテンツがブロックさ

れた場合でも、クライアントは成功の応答コードを受け取ることが多いですが、内容が警告メッ

セージを含むものに変更されます（ファイル置き換え）。 しかし、プロトコル固有通知を使用

した場合、プロトコル固有のエラー コードがクライアントに返されることがあります。 これ

により、クライアントはファイル転送が成功したと解釈せずにウィルスが検出されたと判断し

ます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1045ページのプロトコル固有ウィルス検出通知の構成（CLI 手順）

プロトコル固有ウィルス検出通知の構成（CLI 手順）

プロトコル固有ウィルス検出通知を構成するには、次の CLI 構成ステートメントを使用しま

す。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

notification-options {

virus-detection {

type { protocol-only | message }

}

fallback-block {

type { protocol-only | message }

}

}

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1045ページのプロトコル固有ウィルス検出通知について

電子メール ウィルス検出通知

• 電子メール ウィルス検出通知について 1045ページ

• 電子メール ウィルス検出通知の構成（CLI 手順） 1046ページ

電子メール ウィルス検出通知について

メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）では、ウィルスの検出またはスキャン エラーを送信

者または受信者に知らせるために電子メール通知が使用されます。 電子メール通知には以下の

3 つの設定があります。
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• virus-detection/notify-mail-sender — この設定はウィルスが検出されたときに使用されま

す。 この設定が有効な場合は、ウィルス検出時に電子メールが送信者に送信されます。

• fallback-block/notify-mail-sender — この設定は、他のスキャン コードまたはスキャン

エラーが返されてメッセージがドロップされたときに使用されます。 この設定が有効な場合

は、エラー コードが返されたときに電子メールが送信者に送信されます。

• fallback-non-block/notify-mail-recipient — この設定は、他のスキャン コードまたはス

キャン エラーが返されてメッセージが通過したときに使用されます。 この設定が有効な場

合は、エラー コードが返されたとき、受信者に送信される電子メールにタグが付けられま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1046ページの電子メール ウィルス検出通知の構成（CLI 手順）

電子メール ウィルス検出通知の構成（CLI 手順）

ウィルスが検出されたときに電子メール通知を送信するようシステムを構成するには、次の CLI

構成ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

notification-options {

virus-detection {

notify-mail-sender

}

fallback-block {

notify-mail-sender

}

fallback-non-block {

notify-mail-recipient

}

}

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1045ページの電子メール ウィルス検出通知について

カスタム メッセージによるウィルス検出通知

• カスタム メッセージによるウィルス検出通知について 1046ページ

• カスタム メッセージによるウィルス検出通知の構成（CLI 手順） 1047ページ

カスタム メッセージによるウィルス検出通知について

カスタム メッセージ通知は主にファイル置き換えで使用するか、またはウィルス対策スキャン

結果がファイルのドロップである場合に応答メッセージで使用します。 カスタム メッセージ
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を使用するときは、メッセージ内容に含めるカスタマイズしたメッセージを指定し、カスタマ

イズした件名タグを定義できます。

注: fallback-nonblock での custom-message は、メール プロトコルによってのみ

使用されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1047ページのカスタム メッセージによるウィルス検出通知の構成（CLI 手順）

カスタム メッセージによるウィルス検出通知の構成（CLI 手順）

ウィルスが検出されたときにカスタム メッセージを送信するようシステムを構成するには、次

の CLI 構成ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

notification-options {

virus-detection {

custom-message msg

custom-message-subject subject-msg

}

fallback-block {

custom-message msg

custom-message-subject subject-msg

}

fallback-non-block {

custom-message msg

custom-message-subject subject-msg

}

}

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1046ページのカスタム メッセージによるウィルス検出通知について

完全ウィルス対策スキャンのフォールバック オプション

• ウィルス対策スキャンのフォールバック オプションについて 1048ページ

• 例: ウィルス対策スキャンのフォールバック オプションの構成 1049ページ
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ウィルス対策スキャンのフォールバック オプションについて

フォールバック オプションは、スキャン エンジンまたはスキャン マネージャによって返され

たエラーの処理方法をシステムに指示します。 以下に、発生する可能性のあるエラーの一覧と

各エラー タイプのデフォルトのフォールバック アクションを示します。

• スキャン エンジン準備未完了（engine-not-ready）

現在スキャン エンジンが初期化中です（たとえば、シグネチャ データベースをロードして

います）。 このフェーズの間は、ファイルをスキャンできません。 ファイルはこの設定に

従って通過するか、ブロックされます。 デフォルト アクションはブロックです。

• 破損ファイル（corrupt-file）

破損ファイルは、エンジンが破損ファイルを検出したときにスキャン エンジンによって返さ

れるエラーです。 デフォルト アクションは通過です。

• 解凍レイヤー（decompress-layer）

解凍レイヤー エラーは、スキャン ファイルの圧縮レイヤーが多すぎるときにスキャン エン

ジンによって返されるエラーです。 デフォルト アクションはブロックです。

• パスワード保護ファイル（password-file）

パスワード保護ファイルは、スキャン ファイルがパスワードで保護されているときにスキャ

ン エンジンによって返されるエラーです。 デフォルト アクションは通過です。

• 最大コンテンツ サイズ（content-size）

コンテンツ サイズが設定された制限を超えている場合、そのコンテンツは max-content-size

フォールバック オプションに従って通過するか、ブロックされます。 デフォルト アクショ

ンはブロックです。

• 要求数過剰（too-many-requests）

同時に受け取ったメッセージの総数がデバイスの制限を超えている場合、そのコンテンツは

too-many-request フォールバック オプションに従って通過するか、ブロックされます。 デ

フォルト アクションはブロックです。 （許容される要求数の上限は構成できません）

• タイムアウト

複雑なファイルのスキャンはリソースと時間を消費する場合があります。 スキャンの実行時

間がウィルス対策プロファイルのタイムアウト設定を超えた場合、処理は中止され、ウィル

ス チェックが完了しないままコンテンツが通過するか、ブロックされます。 この決定はタ

イムアウト フォールバック オプションに基づいてなされます。 デフォルト アクションは

ブロックです。

• リソース不足（out-of-resources）

ウィルス スキャンは大量のメモリと CPU リソースを必要とします。 リソースの制約によ

り、メモリ割り当て要求がシステムによって拒否される場合があります。 このエラーは、ス

キャン エンジン（スキャンコードとして）またはスキャン マネージャによって返されます。

out-of-resources が発生すると、スキャンが中止されます。 デフォルト アクションはブ

ロックです。

• デフォルト
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上記以外のすべてのエラーはこのカテゴリに分類されます。 これには、未処理のシステム例

外（内部エラー）またはその他の未知のエラーが含まれます。 デフォルト アクションはブ

ロックです。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1049ページの例: ウィルス対策スキャンのフォールバック オプションの構成

例: ウィルス対策スキャンのフォールバック オプションの構成

この例では、ウィルス対策スキャンのフォールバック オプションを構成する方法を示します。

• 要件 1049ページ

• 概要 1049ページ

• 構成 1049ページ

• 確認 1051ページ

要件

始める前に、発生する可能性のあるエラー タイプと各エラー タイプのデフォルトのフォール

バック アクションを理解します。 1048ページの「「ウィルス対策スキャンのフォールバック オ

プションについて」」を参照してください。

概要

この例では、kasprof という機能プロファイルを構成し、default、content-size、

corrupt-file、decompress-layer、engine-not-ready、out-of-resources、password-file、

timeout、too-many-requests のフォールバック スキャン オプションを block として設定し

ます。

注: パターン データベースの URL を変更するコマンドは次のとおりです。

[edit]

user@host# edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set pattern-update url http://..

デフォルトの URL は、http://update.juniper-updates.net/AV/<device-version>

です。 この URL は変更しないでください（ただし、それによって問題が発生して

サポートに問い合わせた場合を除く）。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options content-size block
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set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options corrupt-file block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options decompress-layer block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options default block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options engine-not-ready block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options out-of-resources block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options password-file block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options timeout block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options too-many-requests block

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

スキャン フォールバック オプションを構成するには、以下の手順に従います。

1. エンジン タイプを選択して構成します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine

2. Kaspersky Lab エンジン用のプロファイルを作成し、フォールバック オプションのリス

トを block または log-and-permit として構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 fallback-options content-size block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options corrupt-file block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options decompress-layer block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options default block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options engine-not-ready block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options out-of-resources block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options password-file block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options timeout block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options too-many-requests block

結果 構成モードで、show security utm feature-profile anti-virus コマンドを入力して構成を確認

します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

user@host#show security utm feature-profile anti-virus

kaspersky-lab-engine {

profile kasprof1 {

fallback-options {

default block;
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corrupt-file block;

password-file block;

decompress-layer block;

content-size block;

engine-not-ready block;

timeout block;

out-of-resources block;

too-many-requests block;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ウィルス対策スキャンのフォールバック オプションの確認 1051ページ

ウィルス対策スキャンのフォールバック オプションの確認

目的 ウィルス対策スキャンのフォールバック オプションを確認します。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1020ページの完全ウィルス対策のスキャン レベル設定について

完全ウィルス対策の構成の概要

ウィルス対策保護を構成するときは、まず使用するウィルス対策カスタム オブジェクトを作成

する必要があります。 これらのカスタム オブジェクトには、MIME パターン リスト、MIME 例

外リスト、ファイル名拡張子リストなどがあります。 カスタム オブジェクトを作成した後、

インテリジェント事前スクリーニングやコンテンツ サイズ制限などの完全ウィルス対策保護を

構成できます。

完全ファイルベース ウィルス対策保護を構成するには、以下の手順に従います。

1. UTM 機能用の UTM カスタム オブジェクトを構成します。 次の例は、mime-pattern、

filename-extension、url-pattern、custom-url-category の各カスタム オブジェクトを有

効にします。

user@host# set security utm custom-objects mime-pattern

user@host# set security utm custom-objects filename-extension

user@host# set security utm custom-objects url-pattern

user@host# set security utm custom-objects custom-url-category
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2. 機能プロファイルを使用して、主要な機能パラメータを構成します。 次の例は、ウィルス

対策機能プロファイルを使用してオプションを有効にします。

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

pattern-update

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

fallback-options

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

notification-options

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

scan-options

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

trickling

user@host# set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist

user@host# set security utm feature-profile anti-virus url-whitelist

3. 各プロトコルの UTM ポリシーを構成し、このポリシーをプロファイルに関連付けます。 次

の例は、HTTP プロトコル用の utmp2 UTM ポリシーを構成します。

user@host# set security utm utm-policy utmp2 anti-virus http-profile http1

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。 次の例は、utmp2 UTM ポリシーを

p2 セキュリティ ポリシーに関連付けます。

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 then permit

application-services utm-policy utmp2

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1052ページの完全ウィルス対策の構成（J-Web 手順）

完全ウィルス対策の構成（J-Web 手順）

• 完全ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成（J-Web 手順） 1052ページ

• 完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成（J-Web 手順） 1055ページ

• 完全ウィルス対策の UTM ポリシーの構成（J-Web 手順） 1059ページ

• 完全ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け（J-Web 手

順） 1060ページ

完全ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成（J-Web 手順）

ウィルス対策保護を構成するには、まずカスタム オブジェクト（MIME パターン リスト、ファ

イル名拡張子リスト、URL パターン リスト、カスタム URL カテゴリ リスト）を作成する必要

があります。
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MIME パターン リスト カスタム オブジェクトを構成するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オ

ブジェクト）の順に選択します。

2. [MIME Pattern List]（MIME パターン リスト）タブで、[Add]（追加）ボタンをクリックし

て MIME パターン リストを作成します。

3. [Add MIME Pattern]（MIME パターンの追加）ポップアップ ウィンドウで、[MIME Pattern

Name]（MIME パターン名）の横に一意の名前を入力します。

注: 作成するリストには MIME ホワイトリストと MIME 例外リスト（必要な場

合）があることに留意してください。 ウィルス対策を構成するとき、両方の

MIME リストが [MIME Whitelist]（MIME ホワイトリスト）と [Exception MIME

Whitelist]（例外 MIME ホワイトリスト）の各フィールドに表示されます。 し

たがって、作成する MIME リストの名前はできるだけ説明的なものにします。

4. [MIME Pattern Value]（MIME パターン値）の横に MIME パターンを入力します。

5. [Add]（追加）をクリックして、入力した MIME パターンを [Values]（値）リスト ボック

スに追加します。 このボックス内で、エントリを選択して [Delete]（削除）ボタンをク

リックし、そのエントリをリストから削除することもできます。 同じ方法で他の MIME パ

ターンを追加します。

6. 必要に応じて、例外リストにする新しい MIME リストを作成します。 例外リストは通常、

メイン MIME リストのサブセットです。

7. [OK] をクリックして構成を確認し、選択した値を MIME リストの一部として保存してから、

[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

8. 構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

ファイル名拡張子リスト カスタム オブジェクトを構成するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オ

ブジェクト）の順に選択します。

2. [Filename Extension List]（ファイル名拡張子リスト）タブで、[Add]（追加）ボタンをク

リックしてファイル名拡張子リストを作成します。

3. [File Extension Name]（ファイル拡張子名）の横に一意の名前を入力します。 この名前

は、ウィルス対策プロファイルを構成するときに [Scan Option By Extension]（拡張子に

よるスキャン オプション）リストに表示されます。

4. [Available Values]（使用可能な値）ボックスで、1 つまたは複数のデフォルト値を選択し

（連続する複数の項目を選択する場合は Shift を押し、連続しない複数の項目を選択する

場合は Ctrl を押します）、右矢印ボタンをクリックして値を [Selected Values]（選択さ

れた値）ボックスに移動します。
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5. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存してから、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

6. 構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

URL パターン リスト カスタム オブジェクトを構成するには、以下の手順に従います。

注: URL パターン リストはカスタム URL カテゴリ リストの作成に使用するため、

カスタム URL カテゴリ リストを構成する前に URL パターン リスト カスタム オ

ブジェクトを構成する必要があります。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オ

ブジェクト）の順に選択します。

2. [URL Pattern List]（URL パターン リスト）タブで、[Add]（追加）ボタンをクリックして

URL パターン リストを作成します。

3. [URL Pattern Name]（URL パターン名）の横に一意の名前を入力します。 この名前は、

[Custom URL Category List Custom Object]（カスタム URL カテゴリ リスト カスタム オ

ブジェクト）ページで選択肢として表示されます。

4. [URL Pattern Value]（URL パターン値）の横に、スキャンを回避するためリストに追加す

る URL または IP アドレスを入力します。

URL パターンを入力するときは、以下のワイルドカード文字のサポートに注意してくださ

い。

• \*\.\?* のワイルドカード文字がサポートされています。

• すべてのワイルドカード URL の前に http:// を付ける必要があります。

• アスタリスク * ワイルドカード文字は、それが URL の先頭にあり、後にピリオドが続く

場合にのみ使用できます。

• 疑問符 ? ワイルドカード文字は、URL の末尾でのみ使用できます。

• 次のワイルドカード構文はサポートされています。http://*.juniper.net、

http://www.juniper.ne?、http://www.juniper.n??。

• 次のワイルドカード構文はサポートされていません。*.juniper.net、www.juniper.ne?、

http://*juniper.net、http://*。

5. [Add]（追加）をクリックして、入力した URL パターンを [Values]（値）リスト ボックス

に追加します。 このリストには最大 8192 個の項目を含めることができます。 また、エン

トリを選択して [Delete]（削除）ボタンをクリックし、そのエントリをリストから削除す

ることもできます。 同じ方法で他の URL または IP アドレスを追加します。
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6. [OK] をクリックして構成を確認し、選択した値を作成した URL パターン リストの一部と

して保存してから、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の

順にクリックします。

7. 構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

カスタム URL カテゴリ リスト カスタム オブジェクトを構成するには、以下の手順に従いま

す。

注: URL パターン リストはカスタム URL カテゴリ リストの作成に使用するため、

カスタム URL カテゴリ リストを構成する前に URL パターン リスト カスタム オ

ブジェクトを構成する必要があります。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オ

ブジェクト）の順に選択します。

2. [URL Category List]（URL カテゴリ リスト）タブで、[Add]（追加）をクリックして URL

カテゴリ リストを作成します。

3. [URL Category Name]（URL カテゴリ名）の横に一意の名前を入力します。 この名前は、

ウィルス対策グローバル オプションを構成するときに [URL Whitelist]（URL ホワイトリ

スト）リストに表示されます。

4. [Available Values]（使用可能な値）ボックスで、スキャンを回避するための URL パター

ン リスト名をリストから選択し、右矢印ボタンをクリックして [Selected Values]（選択

された値）ボックスに移動します。

5. [OK] をクリックして構成を確認し、選択した値を作成した URL リストの一部として保存し

てから、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリッ

クします。

[OK] をクリックして、選択した値を作成したカスタム URL リストの一部として保存しま

す。

6. 構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成（J-Web 手順）

カスタム オブジェクトを作成した後、ウィルス対策機能プロファイルを構成します。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Global options]（グローバル

オプション）の順に選択します。

2. [Anti-Virus]（ウィルス対策）タブで、[MIME whitelist]（MIME ホワイトリスト）の横の

リストから、作成したカスタム オブジェクトを選択します。

3. [Exception MIME whitelist]（例外 MIME ホワイトリスト）の横のリストから、作成したカ

スタム オブジェクトを選択します。
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4. [URL Whitelist]（URL ホワイトリスト）の横のリストから、作成したカスタム オブジェク

トを選択します。

5. [Engine Type]（エンジン タイプ）セクションで、使用するエンジンのタイプを選択しま

す。 完全ウィルス対策保護では [Kaspersky Lab] を選択します。

6. [Kaspersky Lab Engine Option]（Kaspersky Lab エンジン オプション）セクションで、

[Pattern update URL]（パターン更新 URL）ボックスにパターン データベースの URL を入

力します。

注: この URL は http://update.juniper-updates.net/AV/<device version> で

す。これは変更しないでください。

7. [Pattern update interval]（パターン更新間隔）の横のボックスに、パターン データベー

スを自動的に更新する時間間隔（秒単位）を入力します。 デフォルトの間隔は 60 です。

8. パターン ファイルを自動的に更新するか（[Auto update]（自動更新））、更新しないか

（[No Auto update]（自動更新しない））を選択します。

9. [OK] をクリックして、選択した値を保存します。

10.構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

11.左ペインの [Security]（セキュリティ）の下で、[Anti-Virus]（ウィルス対策）を選択し

ます。

12.右ウィンドウで [Add]（追加）をクリックして、ウィルス対策 Kaspersky Lab エンジン用

のプロファイルを作成します （既存の項目を編集するには、その項目を選択して [Edit]

（編集）ボタンをクリックします）。

13. [Profile name]（プロファイル名）の横に、このウィルス対策プロファイルの一意の名前を

入力します。

14. [Profile Type]（プロファイル タイプ）を選択します。 ここでは、[Kaspersky] を選択し

ます。

15. [Trickling timeout]（トリックリング タイムアウト）の横にタイムアウト パラメータを

入力します。

注: トリックリングは HTTP にのみ適用されます。 HTTP トリックリングは、

HTTP クライアントまたはサーバーがファイル転送中またはウィルス対策スキャ

ン中にタイムアウトしないようにするためのメカニズムです。

16. [Intelligent prescreening]（インテリジェント事前スクリーニング）の横で、[Yes]（は

い）または [No]（いいえ）を選択します。

注: インテリジェント事前スクリーニングは、エンコードされていないトラフィッ

クで使用することのみを目的とします。 メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）

および HTTP POST には適用されません。
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17. [Scan Options]（スキャン オプション）セクションの [Intelligent prescreening]（イン

テリジェント事前スクリーニング）の横で、インテリジェント事前スクリーニングを使用す

る場合は [Yes]（はい）を選択します。

注: インテリジェント事前スクリーニングは、エンコードされていないトラフィッ

クで使用することのみを目的とします。 メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）

および HTTP POST には適用されません。

18. [Content Size Limit]（コンテンツ サイズ制限）の横にコンテンツ サイズ パラメータを

入力します。 コンテンツ サイズのチェックは、スキャン要求の送信前に行われます。 こ

こでいうコンテンツ サイズは、TCP ペイロード サイズの累積値を指します。

19. [Scan engine timeout]（スキャン エンジン タイムアウト）の横にスキャン タイムアウト

パラメータを入力します。

20. [Decompress Layer Limit]（解凍レイヤー制限）の横に解凍レイヤー制限パラメータを入力

します。

21. [Scan mode]（スキャン モード）セクションで、すべてのコンテンツをスキャンする場合は

[Scan all files]（すべてのファイルをスキャン）を選択し、ファイル拡張子に基づいてス

キャンする場合は [Scan files with specified extension]（指定した拡張子のファイルを

スキャン）を選択します。

注: [Scan files with specified extension]（指定した拡張子のファイルをス

キャン）を選択した場合は、表示された [Scan engine filename extention list]

（スキャン エンジン ファイル名拡張子リスト）からファイル名拡張子リスト

カスタム オブジェクトを選択する必要があります。

22. [Fallback settings]（フォールバック設定）タブを選択します。

23. [Default (fallback option)]（デフォルト（フォールバック オプション））の横のリスト

から、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）を選択しま

す。 ほとんどの場合、[Block]（ブロック）がデフォルトのフォールバック オプションで

す。

24. [Corrupt File (fallback option)]（破損ファイル（フォールバック オプション））の横

のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）を選

択します。

25. [Password File (fallback option)]（パスワード ファイル（フォールバック オプショ

ン））の横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブ

ロック）を選択します。

26. [Decompress Layer (fallback option)]（解凍レイヤー（フォールバック オプション））

の横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）

を選択します。

27. [Content Size (fallback option)]（コンテンツ サイズ（フォールバック オプション））

の横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）

を選択します。
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28. [Engine Not Ready (fallback option)]（エンジン準備未完了（フォールバック オプショ

ン））の横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブ

ロック）を選択します。

29. [Timeout (fallback option)]（タイムアウト（フォールバック オプション））の横のリス

トから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）を選択しま

す。

30. [Out Of Resources (fallback option)]（リソース不足（フォールバック オプション））

の横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）

を選択します。

31. [Too Many Request (fallback option)]（要求数過剰（フォールバック オプション））の

横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）を

選択します。

32. [Notification options]（通知オプション）タブを選択します。

33. [Fallback block]（フォールバック ブロック）セクションの [Notification type]（通知

タイプ）の横で [Protocol Only]（プロトコル固有）または [Message]（メッセージ）を選

択して、ブロックのフォールバック オプションがトリガされたときに送信する通知のタイ

プを選択します。

34. [Notify mail sender]（メール送信者に通知）の横で、[Yes]（はい）または [No]（いい

え）を選択します。

35. [Yes]（はい）を選択した場合は、[Custom Message]（カスタム メッセージ）の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本文を入力します（カスタム メッセージを使用す

る場合）。

36. [Custom message subject]（カスタム メッセージの件名）の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。

37. [Fallback non block]（フォールバック非ブロック）セクションの [Notify mail recipient]

（メール受信者に通知）の横で、[Yes]（はい）または [No]（いいえ）を選択します。

38. [Yes]（はい）を選択した場合は、[Custom Message]（カスタム メッセージ）の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本文を入力します（カスタム メッセージを使用す

る場合）。

39. [Custom message subject]（カスタム メッセージの件名）の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。

40. [Notification options cont]（通知オプション（続き））タブを選択します。

41. [Virus detection]（ウィルス検出）セクションの [Notification type]（通知タイプ）の

横で [Protocol Only]（プロトコル固有）または [Message]（メッセージ）を選択して、ブ

ロックのフォールバック オプションがトリガーされたときに送信する通知のタイプを選択

します。

42. [Notify mail sender]（メール送信者に通知）の横で、[Yes]（はい）または [No]（いい

え）を選択します。
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43. [Yes]（はい）を選択した場合は、[Custom Message]（カスタム メッセージ）の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本文を入力します（カスタム メッセージを使用す

る場合）。

44. [Custom message subject]（カスタム メッセージの件名）の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。 文字数上限は 255 文字です。

45. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存してから、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

46.構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

注: ウィルス対策プロトコルごとに別々のウィルス対策プロファイルを作成しま

す。 これらのプロファイルには基本的に同じ構成情報を含めることができます

が、ウィルス対策プロファイル用の UTM ポリシーを作成するとき、UTM ポリシー

構成ページに、サポートされているプロトコルごとに別々のウィルス対策プロ

ファイル選択フィールドがあります。

完全ウィルス対策の UTM ポリシーの構成（J-Web 手順）

ウィルス対策機能プロファイルを作成した後、その機能プロファイルを関連付ける UTM ポリ

シーを構成します。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[Policy]（ポリシー）>[UTM Policies]

（UTM ポリシー）の順に選択します。

2. UTM ポリシー構成ウィンドウで、[Add]（追加）をクリックして UTM ポリシーを構成しま

す。 これにより、ポリシー構成ポップアップ ウィンドウが表示されます。

3. ポップアップ ウィンドウで [Main]（メイン）タブを選択します。

4. [Policy name]（ポリシー名）ボックスに、UTM ポリシーの一意の名前を入力します。

5. [Session per client limit]（クライアントあたりのセッション数制限）ボックスに、この

UTM ポリシーのクライアントあたりのセッション数制限（0 ～ 20000）を入力します。

6. [Session per client over limit]（クライアントあたりのセッション数制限の超過）リス

トで、この UTM ポリシーのクライアントあたりのセッション数制限を超えた場合にデバイ

スが実行するアクションを選択します。 選択可能なオプションは、[Log and permit]（ロ

グに記録して許可）と [Block]（ブロック）です。

7. ポップアップ ウィンドウで [Anti-Virus profiles]（ウィルス対策プロファイル）タブを

選択します。

8. 対応する各プロトコルのリストから、すでに構成した適切なプロファイルを選択します。
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9. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存してから、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

10.ポリシーの保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

完全ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け（J-Web 手順）

UTM ポリシーを作成した後、セキュリティ ポリシーを作成し、そのセキュリティ ポリシーに

UTM ポリシーを関連付けます。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[Policy]（ポリシー）>[FW Policies]

（FW ポリシー）の順に選択します。

2. セキュリティ ポリシー ウィンドウで [Add]（追加）をクリックして、UTM を関連付けるセ

キュリティ ポリシーを構成します。 これにより、ポリシー構成ポップアップ ウィンドウ

が表示されます。

3. [Policy]（ポリシー）タブで、[Policy Name]（ポリシー名）ボックスに名前を入力します。

4. [From Zone]（ソース ゾーン）の横のリストから、ゾーンを選択します。

5. [To Zone]（宛先ゾーン）の横のリストから、ゾーンを選択します。

6. [Source Address]（ソース アドレス）を選択します。

7. [Destination Address]（宛先アドレス）を選択します。

8. [Application Sets]（アプリケーション セット）ボックスで junos-protocol（ウィルス

対策スキャンをサポートするすべてのプロトコルを表す）を選択してアプリケーションを選

択し、[—>] ボタンをクリックして [Matched]（一致）ボックスに移動します。

9. [Policy Action]（ポリシー アクション）の横で [Permit]（許可）を選択します。

注: ポリシー アクションに対して [Permit]（許可）を選択すると、[Applications

Services]（アプリケーション サービス）タブでいくつかの追加フィールドが使

用可能になります（[UTM Policy]（UTM ポリシー）など）。

10.ポップアップ ウィンドウで [Application Services]（アプリケーション サービス）タブ

を選択します。

11. [UTM Policy]（UTM ポリシー）の横のリストから、適切なポリシーを選択します。 これに

より、作成した UTM ポリシーがセキュリティ ポリシーに関連付けられます。

12. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存してから、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

13.ポリシーの保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

新しく作成したポリシーを適用するには、そのポリシーをアクティブにする必要がありま

す。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1013ページの完全ウィルス対策保護の概要

• 1052ページの完全ウィルス対策の構成（J-Web 手順）

• 1052ページの完全ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成（J-Web 手順）

• 1055ページの完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成（J-Web 手順）

例: 完全ウィルス対策の構成（CLI）

• 例: 完全ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成 1061ページ

• 例: 完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成 1064ページ

• 例: 完全ウィルス対策の UTM ポリシーの構成 1070ページ

• 例: 完全ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け 1071ページ

例: 完全ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成

この例では、完全ウィルス対策のカスタム オブジェクトを構成する方法を示します。

• 要件 1061ページ

• 概要 1061ページ

• 構成 1062ページ

• 確認 1064ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 必要な完全ウィルス対策保護のタイプを決定します。 1013ページの「「完全ウィルス対策保護

の概要」」を参照してください。

• 完全ウィルス対策のパラメータを構成する順序を理解します。 1015ページの「「完全ウィルス

対策のパターン更新の構成の概要」」を参照してください。

概要

この例では、完全ウィルス対策機能プロファイルの作成に使用するカスタム オブジェクトを定

義します。 以下のタスクを実行して、カスタム オブジェクトを定義します。

1. extlist1 というファイル名拡張子リストを構成し、.zip、.js、.vbs などの拡張子をこの

リストに追加します。

2. avmime1 と ex-avmime1 という 2 つの MIME リストを作成し、これらのリストにパターン

を追加します。

3. urllist1 という URL パターン リストを構成します。

4. urllist1 URL パターン リストを使用して、custurl1 というカスタム URL カテゴリ リス

トを構成します。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm custom-objects filename-extension extlist1 value [zip js vbs]

set security utm custom-objects mime-pattern avmime1 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

set security utm custom-objects mime-pattern ex-avmime1 value

[video/quicktime-inappropriate]

set security utm custom-objects url-pattern urllist1 value [http://www.url.com 5.6.7.8]

set security utm custom-objects custom-url-category custurl1 value urllist1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

完全ウィルス対策のフィルタリング カスタム オブジェクトを構成するには、以下の手順に従

います。

1. ファイル名拡張子リストを構成し、このリストに拡張子を追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects filename-extension extlist1 value [zip js vbs]

注: Kaspersky スキャン エンジンには、読み取り専用のデフォルト拡張子リ

ストが付属しています。

2. MIME リストを作成し、このリストに MIME パターンを追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern avmime1 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

user@host# set custom-objects mime-pattern ex-avmime1 value

[video/quicktime-inappropriate]

3. URL パターン リストを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllist1 value [http://www.url.com 5.6.7.8]

URL パターンを入力するときは、以下のワイルドカード文字のサポートに注意してくださ

い。

• \*\.[]\?* のワイルドカード文字がサポートされています。

• すべてのワイルドカード URL の前に http:// を付ける必要があります。

• アスタリスク * ワイルドカード文字は、それが URL の先頭にあり、後にピリオドが続

く場合にのみ使用できます。

• 疑問符 ? ワイルドカード文字は、URL の末尾でのみ使用できます。
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• 次のワイルドカード構文はサポートされています。http://*.juniper.net、

http://www.juniper.ne?、http://www.juniper.n??。

• 次のワイルドカード構文はサポートされていません。*.juniper.net、www.juniper.ne?、

http://*juniper.net、http://*。

注: URL パターン リストはカスタム URL カテゴリ リストの作成に使用する

ため、カスタム URL カテゴリ リストを構成する前に URL パターン リスト

カスタム オブジェクトを構成する必要があります。

4. カスタム URL カテゴリ リストを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl1 value urllist1

結果 構成モードで、show security utm コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost# show security utm

custom-objects {

mime-pattern {

avmime1 {

value [ video/quicktime image/x-portable-anymap x-world/x-vrml ];

}

ex-avmime1 {

value video/quicktime-inappropriate;

}

}

filename-extension {

extlist1 {

value [ zip js vbs ];

}

}

url-pattern {

urllist1 {

value [ http://www.url.com 5.6.7.8 ];

}

}

custom-url-category {

custurl1 {

value urllist1;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 完全ウィルス対策のカスタム オブジェクトの確認 1064ページ

完全ウィルス対策のカスタム オブジェクトの確認

目的 完全ウィルス対策のカスタム オブジェクトを確認します。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1064ページの例: 完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成

• 1055ページの完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成（J-Web 手順）

例: 完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成

この例では、完全ウィルス対策の機能プロファイルを構成する方法を示します。

• 要件 1064ページ

• 概要 1064ページ

• 構成 1066ページ

• 確認 1069ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 必要な完全ウィルス対策保護のタイプを決定します。 1013ページの「「完全ウィルス対策保護

の概要」」を参照してください。

• 完全ウィルス対策のパラメータを構成する順序を理解します。 1051ページの「「完全ウィルス

対策の構成の概要」」を参照してください。

• MIME ホワイトリストと MIME 例外リストのための MIME パターンを定義する必要がありま

す。 1035ページの「「例: MIME ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成」」

を参照してください。

概要

この例では、kasprof1 という機能プロファイルを構成し、コンテンツのフィルタリングに使用

するカスタム オブジェクトを指定します。

• エンジン タイプとして Kaspersky Lab エンジンを選択し、このエンジンを構成します。

• パターン データベースを更新する時間間隔として、120 を選択します。 完全ファイルベー

ス ウィルス対策パターンのデフォルトの更新間隔は 60 分です。
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注: パターン データベースの URL を変更するコマンドは次のとおりです。

[edit]

user@host# edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set pattern-update url http://..

デフォルトの URL は、http://update.juniper-updates.net/AV/<device-version>

です。 この URL は変更しないでください（ただし、それによって問題が発生し

てサポートに問い合わせた場合を除く）。

• パターン ファイルが更新されたときにカスタム件名行を "AV pattern file updated" とし

たカスタム メッセージによる電子メール通知が送信されるようにします。

• フォールバック オプションのリストをブロックとして構成します。

• ウィルス検出のフォールバック ブロックについて通知オプションを構成します。 フォール

バック ブロック アクションのカスタム メッセージを構成します。

• プロトコル固有ウィルス検出の通知を構成します。

• スキャン オプションを構成します。 この例では、スキャン要求が送信される前に TCP ペイ

ロード コンテンツ サイズがチェックされるようにします。

• 解凍レイヤー制限を構成します。 この例では、デバイスがウィルス スキャンを実行する前

にネストされた圧縮ファイルのレイヤーが 3 つまで解凍されるようにします。

• コンテンツ サイズ パラメータを 20000 に設定します。

注: SRX100、SRX110、SRX210、SRX220、SRX240 の各デバイスでは、コンテンツ

サイズは 20000 です。 SRX650 デバイスでは、コンテンツ サイズは 40000 で

す。

• スキャン拡張子設定を構成します。 デフォルト リストは junos-default-extension です。

この例では、カスタム オブジェクトとして作成した extlist1 を選択します。

• カスタム拡張子リストを使用するようスキャン モード設定を構成します。 すべてのファイ

ルをスキャンの対象とすることもできますが、この例では指定した拡張子のファイルのみを

スキャンすることを選択します。

• インテリジェント事前スクリーニングを有効にし、タイムアウト設定を 1800 秒、トリック

リング設定（HTTP のみに適用される）を 600 秒に設定します。 これは、デバイスがファイ

ル転送中またはウィルス対策スキャンの実行中、600 秒の期間内に 1 つでもパケットを受信

した場合はタイムアウトしないことを意味します。
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注: インテリジェント事前スクリーニングは、エンコードされていないトラフィッ

クで使用することのみを目的とします。 メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）

および HTTP POST には適用されません。

次の例は、kasprof1 プロファイルに対してインテリジェント事前スクリーニング

を無効にします。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options no-intelligent-prescreening

• ウィルス対策スキャナが MIME バイパス リストと例外リストを使用するよう構成します。

独自のカスタム オブジェクト リストを使用するか、デバイスに付属するデフォルト リスト

（junos-default-bypass-mime）を使用できます。 この例では、avmime1 リストと ex-avmime1

リストを使用します。

• ウィルス対策モジュールが URL バイパス リストを使用するよう構成します。 URL ホワイト

リスト（HTTP トラフィックに対してのみ有効）を使用する場合、これは以前にカスタム オ

ブジェクトとして構成したカスタム URL カテゴリです。 この例では、custurl1 バイパス

リストを有効にします。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update interval

120

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update email-notify

admin-email administrator@juniper.net custom-message patternfilewasupdated

custom-message-subject AVpatternfileupdated

set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options content-size block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options corrupt-file block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options decompress-layer block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options default block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options engine-not-ready block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options out-of-resources block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options password-file block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options timeout block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options too-many-requests block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

notification-options fallback-block custom-message “Dropped due to fallback settings”
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set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

notification-options virus-detection type protocol-only

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options content-size-limit 20000

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options decompress-layer-limit 3

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options intelligent-prescreening

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options scan-extension extlist1

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options scan-mode by-extension

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options timeout 1800

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1 trickling

timeout 600

set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist list avmime1

set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist list avmime1 exception ex-avmime1

set security utm feature-profile anti-virus url-whitelist custurl1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

完全ウィルス対策の機能プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. エンジン タイプを選択して構成します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine

user@host#set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

pattern-update interval 120

2. パターンが更新されたときに指定した管理者に通知するようデバイスを構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set pattern-update email-notify admin-email administrator@juniper.net

custom-message patternfilewasupdated custom-message-subject AVpatternfileupdated

3. Kaspersky Lab エンジン用のプロファイルを作成し、フォールバック オプションを block

として構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 fallback-options content-size block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options corrupt-file block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options decompress-layer block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options default block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options engine-not-ready block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options out-of-resources block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options password-file block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options timeout block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options too-many-requests block

4. フォールバック ブロック アクションのカスタム通知を構成し、通知を送信します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 notification-options fallback-block custom-message

“Dropped due to fallback settings”
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5. プロトコル固有ウィルス検出の通知を構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 notification-options virus-detection type

protocol-only

6. コンテンツ サイズ パラメータを構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options content-size-limit 20000

7. 解凍レイヤー制限を構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options decompress-layer-limit 3

8. インテリジェント事前スクリーニングを構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options intelligent-prescreening

9. スキャン拡張子設定を構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options scan-extension extlist1

10. スキャン モード設定を構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options scan-mode by-extension

11. タイムアウト設定を構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options timeout 1800

12. トリックリング設定を構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 trickling timeout 600

13. ウィルス対策スキャナが MIME バイパス リストと例外リストを使用するよう構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set mime-whitelist list avmime1

user@host# set mime-whitelist list avmime1 exception ex-avmime1

14. ウィルス対策モジュールが URL バイパス リストを使用するよう構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set url-whitelist custurl1

結果 構成モードで、show security utm feature-profile anti-virus コマンドを入力して構成を確認

します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

[edit]

user@host# show security utm feature-profile anti-virus

mime-whitelist {

list avmime1;

exception ex-avmime1;

}
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url-whitelist custurl1;

kaspersky-lab-engine {

pattern-update {

email-notify {

admin-email "administrator@juniper.net";

custom-message patternfilewasupdated;

custom-message-subject AVpatternfileupdated;

}

interval 120;

}

profile kasprof1 {

fallback-options {

default block;

corrupt-file block;

password-file block;

decompress-layer block;

content-size block;

engine-not-ready block;

timeout block;

out-of-resources block;

too-many-requests block;

}

scan-options {

intelligent-prescreening;

scan-mode by-extension;

scan-extension extlist1;

content-size-limit 20000;

timeout 1800;

decompress-layer-limit 3;

}

trickling timeout 600;

notification-options {

virus-detection {

type protocol-only;

custom-message ***virus-found***;

}

fallback-block {

custom-message “Dropped due to fallback settings”;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成の確認 1069ページ

完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成の確認

目的 完全ウィルス対策の機能プロファイルを確認します。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1051ページの完全ウィルス対策の構成の概要

• 1070ページの例: 完全ウィルス対策の UTM ポリシーの構成

• 1071ページの例: 完全ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け

例: 完全ウィルス対策の UTM ポリシーの構成

この例では、UTM ポリシーを作成して機能プロファイルに関連付ける方法を示します。

• 要件 1070ページ

• 概要 1070ページ

• 構成 1070ページ

• 確認 1070ページ

要件

始める前に、ウィルス対策機能プロファイルを作成します。 1064ページの「「例: 完全ウィルス

対策の機能プロファイルの構成」」を参照してください。

概要

この例では、utmp2 という完全ウィルス対策の UTM ポリシーを構成し、そのポリシーを

kasprofile1 という HTTP プロファイルに関連付けます。

構成

ステップごとの手順 完全ウィルス対策の UTM ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. HTTP ウィルス対策スキャン用の UTM ポリシーを作成し、そのポリシーをプロファイルに

関連付けます。

[edit]

user@host# set security utm utm-policy utmp2 anti-virus http-profile kasprofile1

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1051ページの完全ウィルス対策の構成の概要

• 1064ページの例: 完全ウィルス対策の機能プロファイルの構成

• 1071ページの例: 完全ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け
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例: 完全ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け

この例では、UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付ける方法を示します。

• 要件 1071ページ

• 概要 1071ページ

• 構成 1071ページ

• 確認 1071ページ

要件

始める前に、UTM ポリシーを作成します。 1070ページの「「例: 完全ウィルス対策の UTM ポリ

シーの構成」」を参照してください。

概要

この例では、utmp2 という UTM ポリシーを p2 というセキュリティ ポリシーに関連付けます。

構成

ステップごとの手順 完全ウィルス対策の UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けるには、以下の手順に

従います。

1. セキュリティ ポリシーを有効にして構成します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 match

application junos-http

2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 then

permit application-services utm-policy utmp2

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security policies コマンドを入力しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1051ページの完全ウィルス対策の構成の概要

• 1070ページの例: 完全ウィルス対策の UTM ポリシーの構成
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ウィルス対策セッションとスキャン結果の監視

ウィルス対策モジュールには、CLI を使用してシステム設定とスキャン エンジンのステータス

をチェックできる機能があります。 また、実行中のウィルス対策セッションとウィルス対策の

統計情報をチェックする機能もあります。

• ウィルス対策スキャン エンジンのステータスの監視 1072ページ

• ウィルス対策セッションのステータスの監視 1073ページ

• ウィルス対策スキャン結果の監視 1073ページ

ウィルス対策スキャン エンジンのステータスの監視

目的 CLI を使用して、以下のスキャン エンジン ステータス項目を表示できます。

ウィルス対策ライセンス キーのステータス

• ライセンスの有効期限を表示します。

スキャン エンジンのステータスと設定

• 最後のアクションの結果を表示します。

• デフォルトのファイル拡張子リストを表示します。

ウィルス対策パターン更新サーバーの設定

• 更新 URL（HTTP または HTTPS ベース）を表示します。

• 更新間隔を表示します。

ウィルス対策パターン データベースのステータス

• 自動更新ステータスを表示します。

• データベース ロードの最後の結果を表示します。

• ダウンロードが完了した場合、データベース バージョン タイムスタンプとウィルス レコー

ド数を表示します。

• ダウンロードが失敗した場合、失敗理由を表示します。

アクション CLI で、user@host> show security utm anti-virus status コマンドを入力します。

ステータス結果の例を以下に示します。

AV Key Expire Date: 03/01/2010 00:00:00

Update Server: http://update.juniper-updates.net/AV/SRX210

interval: 60 minutes

auto update status: next update in 12 minutes

last result: new database loaded

AV signature version: 12/21/2008 00:35 GMT, virus records: 154018

Scan Engine Info: last action result: No error(0x00000000)
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ウィルス対策セッションのステータスの監視

目的 CLI を使用して、以下のセッション ステータス項目を表示できます。

ウィルス対策セッション ステータスは、現在のウィルス対策セッションのスナップショットを

表示します。 これには以下の情報が含まれます。

• サポートされているウィルス対策セッションの最大数

• 割り当てられているウィルス対策セッションの総数

• 空いているウィルス対策セッションの総数

• 現在アクティブなウィルス対策セッションの数

アクション CLI で、user@host> show security utm session status コマンドを入力します。

ウィルス対策スキャン結果の監視

目的 ウィルス対策要求、スキャン結果、およびフォールバック カウンタの統計情報を表示します。

スキャン要求は以下の情報を提供します。

• エンジンに転送されたスキャン要求の総数

• 事前に時間枠が設定されているスキャン要求の数

• scan-all モードを使用したスキャン要求の数

• scan-by-extension モードを使用したスキャン要求の数

スキャン コード カウンタは以下の情報を提供します。

• 感染していないファイルの数

• 感染しているファイルの数

• パスワード保護ファイルの数

• 解凍レイヤーの数

• 破損ファイルの数

• エンジンがリソース不足になった日時

• 内部エラーが発生した日時

フォールバック適用ステータスは、以下が発生したときの log-and-permit または block の結

果を提供します。

• スキャン エンジンの準備ができていない。

• 最大コンテンツ サイズに達した。

• 要求の数が多すぎる。

• パスワード保護ファイルが見つかった。

• 解凍レイヤーが多すぎる。
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• 破損ファイルが見つかった。

• タイムアウトが発生した。

• リソース不足が発生した。

• その他。

アクション CLI エディタを使用してウィルス対策スキャン結果を表示するには、user@host> show security

utm anti-virus statistics status コマンドを入力します。

J-Web を使用してウィルス対策スキャン結果を表示するには、以下の手順に従います。

1. [Monitor]（監視）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Anti-Virus]（ウィルス対策）の

順に選択します。

以下の情報が右ペインに表示されます。

ウィルス対策ライセンス キーのステータス

• ライセンスの有効期限を表示します。

ウィルス対策パターン更新サーバーの設定

• 更新 URL（HTTP または HTTPS ベース）を表示します。

• 更新間隔を表示します。

ウィルス対策パターン データベースのステータス

• 自動更新ステータスを表示します。

• データベース ロードの最後の結果を表示します。

• ダウンロードが完了した場合、データベース バージョン タイムスタンプとウィルス レ

コード数を表示します。

• ダウンロードが失敗した場合、失敗理由を表示します。

ウィルス対策の統計情報は以下の情報を提供します。

• 事前に時間枠が設定されているスキャン要求の数

• エンジンに転送されたスキャン要求の総数

• scan-all モードを使用したスキャン要求の数

• scan-by-extension モードを使用したスキャン要求の数

スキャン コード カウンタは以下の情報を提供します。

• 感染していないファイルの数

• 感染しているファイルの数

• パスワード保護ファイルの数

• 解凍レイヤーの数
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• 破損ファイルの数

• エンジンがリソース不足になった日時

• 内部エラーが発生した日時

フォールバック適用ステータスは、以下が発生したときの log-and-permit または block

の結果を提供します。

• スキャン エンジンの準備ができていない。

• パスワード保護ファイルが見つかった。

• 解凍レイヤーが多すぎる。

• 破損ファイルが見つかった。

• リソース不足が発生した。

• タイムアウトが発生した。

• 最大コンテンツ サイズに達した。

• 要求の数が多すぎる。

• その他。

2. [Clear Anti-Virus Statistics]（ウィルス対策の統計情報のクリア）ボタンをクリックし

て現在表示可能なすべての統計情報をクリアし、新しい統計情報の収集を開始できます。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1051ページの完全ウィルス対策の構成の概要

• 1072ページのウィルス対策セッションとスキャン結果の監視

• 1072ページのウィルス対策スキャン エンジンのステータスの監視

• 1073ページのウィルス対策セッションのステータスの監視
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第35章

エクスプレス ウィルス対策保護

• エクスプレス ウィルス対策保護の概要 1077ページ

• エクスプレス ウィルス対策スキャナ パターン データベース 1079ページ

• エクスプレス ウィルス対策の構成の概要 1082ページ

• エクスプレス ウィルス対策の構成（J-Web 手順） 1083ページ

• 例: エクスプレス ウィルス対策の構成（CLI） 1090ページ

エクスプレス ウィルス対策保護の概要

エクスプレス ウィルス対策スキャンは、完全ファイルベース ウィルス対策機能に代わる CPU

使用率が低いウィルス対策機能として提供されています。 エクスプレス ウィルス対策は完全

ウィルス対策と同じプロトコルをサポートし、ほぼ同じように機能しますが、メモリ フットプ

リントが小さいため、システム メモリの搭載量が少ないローエンドのデバイスに適合します。

注: エクスプレス ウィルス対策保護から完全ファイルベース ウィルス対策保護に

切り替える場合は、完全ファイルベース ウィルス対策を稼働させるためにデバイス

を再起動する必要があります。

このトピックには以下のセクションがあります。

• エクスプレス ウィルス対策のパケットベース スキャンとファイルベース スキャンの比

較 1077ページ

• エクスプレス ウィルス対策の拡張 MIME デコードのサポート 1078ページ

• エクスプレス ウィルス対策のスキャン結果処理 1078ページ

• エクスプレス ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニング 1078ページ

• エクスプレス ウィルス対策の制限 1078ページ

エクスプレス ウィルス対策のパケットベース スキャンとファイルベース スキャンの比較

エクスプレス ウィルス対策は、ウィルス対策スキャン エンジンが完全ファイルベース ウィル

ス対策機能とは異なります。また、高いデータ スループットを得るため、異なるバックエンド

ハードウェア エンジンを使用してパターン マッチングを高速化します。

エクスプレス ウィルス対策が実行するパケットベース スキャンはウィルス スキャン データ

バッファを備えており、ファイアウォールがファイル全体を受信するまで待たなくて済みます。
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それに対して完全ウィルス対策が実行すファイルベース スキャンは、ファイル全体を受信した

後にウィルス スキャンを開始します。

エクスプレス ウィルス対策の拡張 MIME デコードのサポート

エクスプレス ウィルス対策は、HTTP、POP3、SMTP、および IMAP について MIME デコードをサ

ポートします。 MIME デコードのサポートには、サポートされているプロトコルごとに以下が

含まれます。

• マルチパートおよびネストされたヘッダーのデコード

• Base64 のデコード、Quoted-Printable のデコード、（件名フィールドの）エンコードされ

た単語のデコード

エクスプレス ウィルス対策のスキャン結果処理

エクスプレス ウィルス対策では、ウィルスが見つかってデータ コンテンツがドロップされる

とき、その TCP トラフィックは適切に終了します。

注: エクスプレス ウィルス対策は失敗モード オプションとして、default、

engine-not-ready、out-of-resource、および too-many-requests をサポートして

います。 エクスプレス ウィルス対策でのサポートされているオプションの失敗モー

ド処理は、完全ウィルス対策とほぼ同じです。

エクスプレス ウィルス対策のインテリジェント事前スクリーニング

インテリジェント事前スクリーニング機能は、エクスプレス ウィルス対策と完全ウィルス対策

のどちらでも同じです。

エクスプレス ウィルス対策の制限

エクスプレス ウィルス対策は、完全ウィルス対策機能と比較して以下の制限があります。

• ファイル アーカイブおよび圧縮ファイル形式のスキャンに関するサポートが限定されていま

す。 サポートされているのは、gzip、deflate、および compress 圧縮形式のみです。

• 解凍のサポートが限定されています。 解凍がサポートされているのは、HTTP（gzip、deflate、

compress のみをサポート、圧縮レイヤーは 1 つまで）と POP3（gzip のみをサポート、圧

縮レイヤーは 1 つまで）についてのみです。

• 拡張子によるスキャンはサポートされません。

• スキャン データベースのロード中には、エクスプレス ウィルス対策のスキャンは中断され

ます。

• ウィルスが検出されたときに送信される置き換え警告メッセージが元の内容より長い場合、

警告メッセージが途中で切り捨てられることがあります。
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注: エクスプレス ウィルス対策はパケットベースの文字列照合のみを行うため、標

準の EICAR ファイルを使用してエクスプレス ウィルス対策をテストした場合、偽

陽性が見られます。 このような偽陽性を避けるため、Juniper では標準の EICAR

ファイルのスキャンを無効にし、エクスプレス ウィルス対策のテスト用に修正版の

EICAR ファイルを作成しています。 この修正版の EICAR ファイルは以下のリンク

からダウンロードできます。

http://www.juniper.net/security/avtest/ss-eicar.txt

http://www.juniper.net/security/avtest/ss-eicar.com

http://www.juniper.net/security/avtest/ss-eicar.zip

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1079ページのエクスプレス ウィルス対策スキャナのパターン更新について

• 1082ページのエクスプレス ウィルス対策の構成の概要

• 1081ページの例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新

エクスプレス ウィルス対策スキャナ パターン データベース

• エクスプレス ウィルス対策スキャナのパターン更新について 1079ページ

• 例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web） 1080ページ

• 例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新 1081ページ

• エクスプレス ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手順） 1082ページ

エクスプレス ウィルス対策スキャナのパターン更新について

エクスプレス ウィルス対策が使用するシグネチャ データベースは完全ウィルス対策のシグネ

チャ データベースとは異なります。 エクスプレス ウィルス対策のシグネチャ データベース

のことを Juniper エクスプレス ウィルス対策データベースと呼び、これはハードウェア エン

ジンに対応しています。 エクスプレス シグネチャ データベースは、ワーム、トロイの木馬、

スパイウェアを含む危険なウィルスやマルウェアのみを対象とします。 このデータベースは完

全ウィルス対策用のシグネチャ データベースよりもサイズが小さく、カバー範囲が限定されて

います。

エクスプレス ウィルス対策のパターン データベースは HTTP または HTTPS を通じて自動また

は手動で更新できます。 これは完全ウィルス対策で見られる機能とほぼ同じですが、以下のわ

ずかな違いがあります。

• エクスプレス ウィルス対策では、シグネチャ データベースの自動更新間隔は 1 日 1 回で

す。

• エクスプレス ウィルス対策では、複数のデータベース タイプのダウンロードはサポートさ

れていません。

• エクスプレス ウィルス対策では、データベースのロード中、すべてのスキャン操作が中断さ

れます。 既存のトラフィック フローのスキャン操作は停止し、新しく確立されたトラフィッ
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ク フローに対する新しいスキャン操作は開始されません。 engine-busy-loading-database の

fall-back パラメータを使用して、この中断期間のアクションを指定できます。 使用可能な

アクションは block と log-and-permit です。

• エクスプレス ウィルス対策のデフォルトの URL は

http://update.juniper-updates.net/EAV/SRX210 です。 この URL の “SRX210” はプラット

フォーム名です。 URL のこの部分はプラットフォームごとに異なり、それぞれのプラット

フォームに固有です （この URL のプラットフォーム名以外の部分は変更しないでください。

ただし、それによって問題が発生してサポートに問い合わせた場合を除きます）。

注: サブスクリプションが期限切れになった後、猶予期間が 30 日あり、この期間

中は引き続きウィルス対策パターン ファイルを更新できます。 猶予期間が過ぎる

と、ウィルス対策パターン ファイルの更新ができなくなります。

エクスプレス ウィルス対策機能は、別途ライセンスが必要なサブスクリプション

サービスです。 ウィルス対策ライセンス キーが期限切れになっても、ローカルに

保存されたウィルス対策シグネチャは引き続き使用できます。 しかしこのケースで

は、ローカル データベースが削除された場合、ウィルス対策スキャンが使用できな

くなります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1077ページのエクスプレス ウィルス対策保護の概要

• 1080ページの例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

• 1081ページの例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新

• 1082ページのエクスプレス ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手

順）

例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

この例では、120 分ごとにパターン ファイルを自動的に更新するようセキュリティ デバイス

を構成します （ウィルス対策パターンのデフォルトの更新間隔は 1 日 1 回です）。

ウィルス対策パターンを自動的に更新するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Anti-Virus]（ウィルス対策）

の順に選択します。

2. [Juniper Express Engine]（Juniper Express エンジン）セクションの [Interval]（間隔）

の横のボックスに 120 と入力します。

3. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存してから、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1077ページのエクスプレス ウィルス対策保護の概要

• 1079ページのエクスプレス ウィルス対策スキャナのパターン更新について
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• 1081ページの例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新

• 1082ページのエクスプレス ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手

順）

例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新

この例では、セキュリティ デバイスでパターン ファイルを自動的に更新する方法を示します。

• 要件 1081ページ

• 概要 1081ページ

• 構成 1081ページ

• 確認 1081ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 有効なウィルス対策スキャナ ライセンスを取得します。 1013ページの「「完全ウィルス対策

保護の概要」」を参照してください。

• ネットワーク接続を構成し、パターン データベース サーバーにアクセスできることを確認

します。 1014ページの「「完全ウィルス対策のパターン更新について」」を参照してくださ

い。

• DNS 設定とポート設定（ポート 80）を正しく構成します。 162ページの「「DNS の概要」」

を参照してください。

概要

この例では、120 分ごとにパターン ファイルを自動的に更新するようセキュリティ デバイス

を構成します （ウィルス対策パターンのデフォルトの更新間隔は 1 日 1 回です）。

構成

ステップごとの手順 パターン ファイルを自動的に更新するようセキュリティ デバイスを構成するには、以下の手

順に従います。

1. 間隔を設定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine

pattern-update interval 120

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 1077ページのエクスプレス ウィルス対策保護の概要

• 1079ページのエクスプレス ウィルス対策スキャナのパターン更新について

• 1080ページの例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

• 1082ページのエクスプレス ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手

順）

エクスプレス ウィルス対策パターンの手動での更新、再ロード、削除（CLI 手順）

ウィルス対策パターンを手動で更新するには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus juniper-express-engine pattern-update

ウィルス対策パターンを手動で再ロードするには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus juniper-express-engine pattern-reload

ウィルス対策パターンを手動で削除するには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus juniper-express-engine pattern-delete

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1077ページのエクスプレス ウィルス対策保護の概要

• 1079ページのエクスプレス ウィルス対策スキャナのパターン更新について

• 1080ページの例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

• 1081ページの例: エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新

エクスプレス ウィルス対策の構成の概要

UTM 機能ごとに、以下の順序で機能パラメータを構成します。

1. UTM 機能用の UTM カスタム オブジェクトを構成します。 次の例は、mime-pattern、

url-pattern、custom-url-category の各カスタム オブジェクトを有効にします。

user@host# set security utm custom-objects mime-pattern

user@host# set security utm custom-objects url-pattern

user@host# set security utm custom-objects custom-url-category

2. 機能プロファイルを使用して、主要な機能パラメータを構成します。 次の例は、ウィルス

対策機能プロファイルを有効にします。

user@host# set security utm feature-profile anti-virus juniper-exress-engine

3. 各プロトコルの UTM ポリシーを構成し、このポリシーをプロファイルに関連付けます。 次

の例は、HTTP プロトコル用の utmp3 UTM ポリシーを作成します。

user@host# set security utm utm-policy utmp3 anti-virus http-profile http1

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。 次の例は、utmp3 UTM ポリシーを

p3 セキュリティ ポリシーに関連付けます。

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 then permit

application-services utm-policy utmp3
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1077ページのエクスプレス ウィルス対策保護の概要

• 1083ページのエクスプレス ウィルス対策の構成（J-Web 手順）

• 1083ページのエクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成（J-Web 手順）

• 1085ページのエクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルの構成（J-Web 手順）

• 1088ページのエクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーの構成（J-Web 手順）

エクスプレス ウィルス対策の構成（J-Web 手順）

• エクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成（J-Web 手順） 1083ページ

• エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルの構成（J-Web 手順） 1085ページ

• エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーの構成（J-Web 手順） 1088ページ

• エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け（J-Web

手順） 1089ページ

エクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成（J-Web 手順）

J-Web 構成エディタを使用してエクスプレス ウィルス対策保護を構成するには、まずカスタム

オブジェクト（MIME パターン リスト、URL パターン リスト、カスタム URL カテゴリ リス

ト）を作成する必要があります。

MIME パターン リスト カスタム オブジェクトを構成するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オ

ブジェクト）の順に選択します。

2. [MIME Pattern List]（MIME パターン リスト）タブで、[Add]（追加）をクリックして MIME

パターン リストを作成します。

3. [Add MIME Pattern]（MIME パターンの追加）ポップアップ ウィンドウで、[MIME Pattern

Name]（MIME パターン名）の横に一意の名前を入力します。

注: 作成するリストには MIME ホワイトリストと MIME 例外リスト（必要な場

合）があることに留意してください。 ウィルス対策を構成するとき、両方の

MIME リストが [MIME Whitelist]（MIME ホワイトリスト）と [Exception MIME

Whitelist]（例外 MIME ホワイトリスト）の各フィールドに表示されます。 し

たがって、作成する MIME リストの名前はできるだけ説明的なものにします。

4. [MIME Pattern Value]（MIME パターン値）の横に MIME パターンを入力します。

5. [Add]（追加）をクリックして、入力した MIME パターンを [Values]（値）リスト ボック

スに追加します。 このボックス内で、エントリを選択して [Delete]（削除）ボタンをク

リックし、そのエントリをリストから削除することもできます。 同じ方法で他の MIME パ

ターンを追加します。

6. 必要に応じて、例外リストにする新しい MIME リストを作成します。 例外リストは通常、

メイン MIME リストのサブセットです。
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7. [OK] をクリックして構成を確認し、選択した値を MIME リストの一部として保存してから、

[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

8. 構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

URL パターン リスト カスタム オブジェクトを構成するには、以下の手順に従います。

注: URL パターン リストはカスタム URL カテゴリ リストの作成に使用するため、

カスタム URL カテゴリ リストを構成する前に URL パターン リスト カスタム オ

ブジェクトを構成する必要があります。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オ

ブジェクト）の順に選択します。

2. [URL Pattern List]（URL パターン リスト）タブで、[Add]（追加）をクリックして URL

パターン リストを作成します。

3. [URL Pattern Name]（URL パターン名）の横に一意の名前を入力します。 この名前は、

[Custom URL Category List Custom Object]（カスタム URL カテゴリ リスト カスタム オ

ブジェクト）ページで選択肢として表示されます。

4. [URL Pattern Value]（URL パターン値）の横に、スキャンを回避するためリストに追加す

る URL または IP アドレスを入力します。

URL パターンを入力するときは、以下のワイルドカード文字のサポートに注意してくださ

い。

• \*\.[]\?* のワイルドカード文字がサポートされています。

• すべてのワイルドカード URL の前に http:// を付ける必要があります。

• アスタリスク * ワイルドカード文字は、それが URL の先頭にあり、後にピリオドが続く

場合にのみ使用できます。

• 疑問符 ? ワイルドカード文字は、URL の末尾でのみ使用できます。

• 次のワイルドカード構文はサポートされています。http://*.juniper.net、

http://www.juniper.ne?、http://www.juniper.n??。

• 次のワイルドカード構文はサポートされていません。*.juniper.net、www.juniper.ne?、

http://*juniper.net、http://*。

5. [Add]（追加）をクリックして、入力した URL パターンを [Values]（値）リスト ボックス

に追加します。 このリストには最大 8192 個の項目を含めることができます。 また、エン

トリを選択して [Delete]（削除）ボタンをクリックし、そのエントリをリストから削除す

ることもできます。 同じ方法で他の URL または IP アドレスを追加します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1084

Junos OS セキュリティ構成ガイド



6. [OK] をクリックして構成を確認し、選択した値を URL パターン リストの一部として保存

してから、[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリッ

クします。

7. 構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

作成した URL パターン リストを使用してカスタム URL カテゴリ リスト カスタム オブジェ

クトを構成するには、以下の手順に従います。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オ

ブジェクト）の順に選択します。

2. [URL Category List]（URL カテゴリ リスト）タブで、[Add]（追加）をクリックして URL

カテゴリ リストを作成します。

3. [URL Category Name]（URL カテゴリ名）の横に一意の名前を入力します。 この名前は、

ウィルス対策グローバル オプションを構成するときに [URL Whitelist]（URL ホワイトリ

スト）リストに表示されます。

4. [Available Values]（使用可能な値）ボックスで、スキャンを回避するための URL パター

ン リスト名をリストから選択し、右矢印ボタンをクリックして [Selected Values]（選択

された値）ボックスに移動します。

5. [OK] をクリックして構成を確認し、選択した値を URL リストの一部として保存してから、

[Commit Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

6. 構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルの構成（J-Web 手順）

カスタム オブジェクトを作成した後、ウィルス対策機能プロファイルを構成します。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Global options]（グローバル

オプション）の順に選択します。

2. [Anti-Virus]（ウィルス対策）タブで、[MIME whitelist]（MIME ホワイトリスト）の横の

リストから、作成したカスタム オブジェクトを選択します。

3. [Exception MIME whitelist]（例外 MIME ホワイトリスト）の横のリストから、作成したカ

スタム オブジェクトを選択します。

4. [URL Whitelist]（URL ホワイトリスト）の横のリストから、作成したカスタム オブジェク

トを選択します。

5. [Engine Type]（エンジン タイプ）セクションで、使用するエンジンのタイプを選択しま

す。 エクスプレス ウィルス対策保護では [Juniper Express] を選択します。

6. [Pattern update URL]（パターン更新 URL）の横のボックスに、パターン データベースの

URL を入力します。 この URL は http://update.juniper-updates.net/EAV/<device version>

です。これは変更しないでください。
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7. [Pattern update interval]（パターン更新間隔）の横のボックスに、パターン データベー

スを自動的に更新する時間間隔を入力します。 エクスプレス ウィルス対策のデフォルトの

更新チェック間隔は 1 日 1 回です。

8. パターン ファイルを自動的に更新するか（[Auto update]（自動更新））、更新しないか

（[No Auto update]（自動更新しない））を選択します。

9. [OK] をクリックして、選択した値を保存します。

10.構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

11.左ペインの [Security]（セキュリティ）の下で、[Anti-Virus]（ウィルス対策）を選択し

ます。

12.右ウィンドウで [Add]（追加）をクリックして、ウィルス対策 Juniper Express エンジン

用のプロファイルを作成します。 既存の項目を編集するには、その項目を選択して [Edit]

（編集）をクリックします。

13. [Main]（メイン）タブで、[Profile name]（プロファイル名）の横にこのウィルス対策プロ

ファイルの一意の名前を入力します。

14. [Profile Type]（プロファイル タイプ）を選択します。 ここでは、[Juniper Express] を

選択します。

15. [Trickling timeout]（トリックリング タイムアウト）の横にタイムアウト パラメータを

入力します。

注: トリックリングは HTTP にのみ適用されます。 HTTP トリックリングは、

HTTP クライアントまたはサーバーがファイル転送中またはウィルス対策スキャ

ン中にタイムアウトしないようにするためのメカニズムです。

16. [Intelligent prescreening]（インテリジェント事前スクリーニング）の横で、[Yes]（は

い）または [No]（いいえ）を選択します。

注: インテリジェント事前スクリーニングは、エンコードされていないトラフィッ

クで使用することのみを目的とします。 メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）

および HTTP POST には適用されません。

17. [Content Size Limit]（コンテンツ サイズ制限）の横にコンテンツ サイズ パラメータを

入力します。 コンテンツ サイズのチェックは、スキャン要求の送信前に行われます。 こ

こでいうコンテンツ サイズは、TCP ペイロード サイズの累積値を指します。

18. [Scan engine timeout]（スキャン エンジン タイムアウト）の横にスキャン タイムアウト

パラメータを入力します。

19. [Fallback settings]（フォールバック設定）タブを選択します。

20. [Default (fallback option)]（デフォルト（フォールバック オプション））の横のリスト

から、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）を選択しま
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す。 ほとんどの場合、[Block]（ブロック）がデフォルトのフォールバック オプションで

す。

21. [Decompress Layer (fallback option)]（解凍レイヤー（フォールバック オプション））

の横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）

を選択します。

22. [Content Size (fallback option)]（コンテンツ サイズ（フォールバック オプション））

の横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）

を選択します。

23. [Engine Not Ready (fallback option)]（エンジン準備未完了（フォールバック オプショ

ン））の横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブ

ロック）を選択します。

24. [Timeout (fallback option)]（タイムアウト（フォールバック オプション））の横のリス

トから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）を選択しま

す。

25. [Out of Resource (fallback option)]（リソース不足（フォールバック オプション））の

横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）を

選択します。

26. [Too Many Requests (fallback option)]（要求数過剰（フォールバック オプション））の

横のリストから、[Log and permit]（ログに記録して許可）または [Block]（ブロック）を

選択します。

27. [Notification options]（通知オプション）タブを選択します。

28. [Fallback block]（フォールバック ブロック）セクションの [Notification type]（通知

タイプ）の横で [Protocol Only]（プロトコル固有）または [Message]（メッセージ）を選

択して、ブロックのフォールバック オプションがトリガーされたときに送信する通知のタ

イプを選択します。

29. [Notify mail sender]（メール送信者に通知）の横で、[Yes]（はい）または [No]（いい

え）を選択します。

30. [Yes]（はい）を選択した場合は、[Custom Message]（カスタム メッセージ）の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本文を入力します（カスタム メッセージを使用す

る場合）。

31. [Custom message subject]（カスタム メッセージの件名）の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。

32. [Fallback non block]（フォールバック非ブロック）セクションの [Notify mail recipient]

（メール受信者に通知）の横で、[Yes]（はい）または [No]（いいえ）を選択します。

33. [Yes]（はい）を選択した場合は、[Custom Message]（カスタム メッセージ）の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本文を入力します（カスタム メッセージを使用す

る場合）。

34. [Custom message subject]（カスタム メッセージの件名）の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。

35. [Notification options cont]（通知オプション（続き））タブを選択します。
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36. [Virus detection]（ウィルス検出）セクションの [Notification type]（通知タイプ）の

横で [Protocol Only]（プロトコル固有）または [Message]（メッセージ）を選択して、ブ

ロックのフォールバック オプションがトリガーされたときに送信する通知のタイプを選択

します。

37. [Notify mail sender]（メール送信者に通知）の横で、[Yes]（はい）または [No]（いい

え）を選択します。

38. [Yes]（はい）を選択した場合は、[Custom Message]（カスタム メッセージ）の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本文を入力します（カスタム メッセージを使用す

る場合）。

39. [Custom message subject]（カスタム メッセージの件名）の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。 文字数上限は 255 文字です。

40. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存してから、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

41.構成項目の保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

注: ウィルス対策プロトコルごとに別々のウィルス対策プロファイルを作成しま

す。 これらのプロファイルには基本的に同じ構成情報を含めることができます

が、ウィルス対策用の UTM ポリシーを作成するとき、UTM ポリシー構成ページ

に、サポートされているプロトコルごとに別々のウィルス対策プロファイル選択

フィールドがあります。

エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーの構成（J-Web 手順）

ウィルス対策機能プロファイルを作成した後、その機能プロファイルを関連付ける UTM ポリ

シーを構成します。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[Policy]（ポリシー）>[UTM Policies]

（UTM ポリシー）の順に選択します。

2. UTM ポリシー構成ウィンドウで、[Add]（追加）をクリックして UTM ポリシーを構成しま

す。 ポリシー構成ポップアップ ウィンドウが表示されます。

3. [Main]（メイン）タブを選択します。

4. [Policy name]（ポリシー名）ボックスに一意の名前を入力します。

5. [Session per client limit]（クライアントあたりのセッション数制限）ボックスに、この

UTM ポリシーのクライアントあたりのセッション数制限（0 ～ 20000）を入力します。

6. [Session per client over limit]（クライアントあたりのセッション数制限の超過）リス

トで、この UTM ポリシーのクライアントあたりのセッション数制限を超えた場合にデバイ

スが実行するアクションを選択します。 選択可能なオプションは、[Log and permit]（ロ

グに記録して許可）と [Block]（ブロック）です。

7. [Anti-Virus profiles]（ウィルス対策プロファイル）タブを選択します。
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8. 対応する各プロトコルのリストから、すでに構成した適切なプロファイルを選択します。

9. [OK] をクリックします。

10.ポリシーの保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け（J-Web 手順）

UTM ポリシーを作成した後、セキュリティ ポリシーを作成し、そのセキュリティ ポリシーに

UTM ポリシーを関連付けます。

1. [Configure]（構成）>[Security]（セキュリティ）>[Policy]（ポリシー）>[FW Policies]

（FW ポリシー）の順に選択します。

2. セキュリティ ポリシー ウィンドウで [Add]（追加）をクリックして、UTM を関連付けるセ

キュリティ ポリシーを構成します。 ポリシー構成ポップアップ ウィンドウが表示されま

す。

3. [Policy]（ポリシー）タブで、[Policy Name]（ポリシー名）ボックスに名前を入力します。

4. [Default Policy Action]（デフォルト ポリシー アクション）の横で、[Deny-All]（すべ

て拒否）または [Permit-All]（すべて許可）を選択します。

5. [From Zone]（ソース ゾーン）の横のリストから、ゾーンを選択します。

6. [To Zone]（宛先ゾーン）の横のリストから、ゾーンを選択します。

7. [Zone Direction]（ゾーン方向）の下で、[Add a Policy]（ポリシーの追加）をクリックし

ます。

8. [Source Address]（ソース アドレス）を選択します。

9. [Destination Address]（宛先アドレス）を選択します。

10. [Application Sets]（アプリケーション セット）ボックスで junos-protocol（ウィルス

対策スキャンをサポートするすべてのプロトコルを表す）を選択してアプリケーションを選

択し、[—>] ボタンをクリックして [Matched]（一致）ボックスに移動します。

11. [Policy Action]（ポリシー アクション）の横で [Permit]（許可）を選択します。

注: ポリシー アクションに対して [Permit]（許可）を選択すると、[Applications

Services]（アプリケーション サービス）タブでいくつかの追加フィールドが使

用可能になります（[UTM Policy]（UTM ポリシー）など）。

12. [Application Services]（アプリケーション サービス）タブを選択します。

13. [UTM Policy]（UTM ポリシー）の横のリストから、適切なポリシーを選択します。 これに

より、作成した UTM ポリシーがセキュリティ ポリシーに関連付けられます。

14. [OK] をクリックします。
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15. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存してから、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

16.ポリシーの保存が成功した場合は、確認画面が表示されるので、もう一度 [OK] をクリック

します。 保存が失敗した場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details]（詳細）をクリッ

クして原因を調べます。

新しく作成したポリシーを適用するには、そのポリシーをアクティブにする必要がありま

す。

例: エクスプレス ウィルス対策の構成（CLI）

• 例: エクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成 1090ページ

• 例: エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルの構成 1093ページ

• 例: エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーの構成 1098ページ

• 例: エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付

け 1099ページ

例: エクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成

この例では、エクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトを構成する方法を示します。

• 要件 1090ページ

• 概要 1090ページ

• 構成 1091ページ

• 確認 1092ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 必要なエクスプレス ウィルス対策保護のタイプを決定します。 1077ページの「「エクスプレ

ス ウィルス対策保護の概要」」を参照してください。

• エクスプレス ウィルス対策のパラメータを構成する順序を理解します。 1082ページの「「エ

クスプレス ウィルス対策の構成の概要」」を参照してください。

概要

この例では、エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルの作成に使用するカスタム オブジェ

クトを定義します。 以下のタスクを実行して、カスタム オブジェクトを定義します。

• avmime2 と ex-avmime2 という 2 つの MIME リストを作成し、これらのリストにパターンを

追加します。

• urllist2 という URL パターン リストを構成します。

URL パターンを入力するときは、以下のワイルドカード文字のサポートに注意してください。

• \*\.[]\?* のワイルドカード文字がサポートされています。

• すべてのワイルドカード URL の前に http:// を付ける必要があります。
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• アスタリスク * ワイルドカード文字は、それが URL の先頭にあり、後にピリオドが続く

場合にのみ使用できます。

• 疑問符 ? ワイルドカード文字は、URL の末尾でのみ使用できます。

• 次のワイルドカード構文はサポートされています。http://*.juniper.net、

http://www.juniper.ne?、http://www.juniper.n??。

• 次のワイルドカード構文はサポートされていません。*.juniper.net、www.juniper.ne?、

http://*juniper.net、http://*。

• urllist2 URL パターン リストを使用して、custurl2 というカスタム URL カテゴリ リスト

を構成します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm custom-objects mime-pattern avmime2 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

set security utm custom-objects mime-pattern ex-avmime2 value

[video/quicktime-inappropriate]

set security utm custom-objects url-pattern urllist2 value [http://www.juniper.net 1.2.3.4]

set security utm custom-objects custom-url-category custurl2 value urllist2

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

エクスプレス ウィルス対策のフィルタリング カスタム オブジェクトを構成するには、以下の

手順に従います。

1. MIME リストを作成し、このリストに MIME パターンを追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern avmime2 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

user@host# set custom-objects mime-pattern ex-avmime2 value

[video/quicktime-inappropriate]

注: URL パターン リストはカスタム URL カテゴリ リストの作成に使用する

ため、カスタム URL カテゴリ リストを構成する前に URL パターン リスト

カスタム オブジェクトを構成する必要があります。

2. URL パターン リスト カスタム オブジェクトを構成するには、以下の手順に従います。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllist2 value [http://www.juniper.net

1.2.3.4]
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3. カスタム URL カテゴリ リストを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl2 value urllist2

結果 構成モードで、show security utm コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security utm

custom-objects {

mime-pattern {

avmime2 {

value [ video/quicktime image/x-portable-anymap x-world/x-vrml ];

}

ex-avmime2 {

value video/quicktime-inappropriate;

}

}

url-pattern {

urllist2 {

value [ http://www.juniper.net 1.2.3.4 ];

}

}

custom-url-category {

custurl2 {

value urllist2;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• エクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトの確認 1092ページ

エクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトの確認

目的 エクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトを確認します。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1083ページのエクスプレス ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成（J-Web 手順）

• 1089ページのエクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付

け（J-Web 手順）

• 1083ページのエクスプレス ウィルス対策の構成（J-Web 手順）

• 1085ページのエクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルの構成（J-Web 手順）
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例: エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルの構成

この例では、エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルを構成する方法を示します。

• 要件 1093ページ

• 概要 1093ページ

• 構成 1094ページ

• 確認 1097ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 必要なエクスプレス ウィルス対策保護のタイプを決定します。 1077ページの「「エクスプレ

ス ウィルス対策保護の概要」」を参照してください。

• エクスプレス ウィルス対策のパラメータを構成する順序を理解します。 1082ページの「「エ

クスプレス ウィルス対策の構成の概要」」を参照してください。

• MIME ホワイトリストと MIME 例外リストのための MIME パターンを定義する必要がありま

す。 1035ページの「「例: MIME ホワイトリストによるウィルス対策スキャン回避の構成」」

を参照してください。

• カスタム オブジェクトを定義する必要があります。 1090ページの「「例: エクスプレス ウィ

ルス対策のカスタム オブジェクトの構成」」を参照してください。

• デバイスで SMTP を構成する必要があります。 1038ページの「「SMTP ウィルス対策スキャン

について」」を参照してください。

概要

この例では、junexprof1 という機能プロファイルを構成し、コンテンツのフィルタリングに使

用するカスタム オブジェクトを指定します。

• エンジン タイプとして Juniper Express エンジンを選択し、このエンジンを構成します。

• パターン データベースを更新する時間間隔として、120 を選択します。 ウィルス対策パター

ンのデフォルトの更新間隔は 1 日 1 回です。

注: パターン データベースの URL を変更するコマンドは次のとおりです。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine

pattern-update url http://...

ほとんどの場合、デフォルト URL を変更する必要はありません。

• パターン ファイルが更新されたときにカスタム件名行を "AV pattern file updated" とし

たカスタム メッセージによる電子メール通知が送信されるようにします。

• フォールバック オプションのリストをブロックとして構成します。

1093Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第35章: エクスプレス ウィルス対策保護



• ウィルス検出のフォールバック ブロックについて通知オプションを構成します。 フォール

バック ブロック アクションのカスタム メッセージを構成し、通知を送信します。

• プロトコル固有ウィルス検出の通知を構成し、ウィルス対策アラートとして通知を送信しま

す。

• コンテンツ サイズ パラメータを 20000 に設定します。

注: SRX100、SRX110、SRX210、SRX220、SRX240 の各デバイスでは、コンテンツ

サイズの最大値は 20000 です。 SRX650 デバイスでは、コンテンツ サイズの最

大値は 40000 です。

• インテリジェント事前スクリーニングを有効にし、タイムアウト設定を 1800 秒、トリック

リング設定（HTTP のみに適用される）を 600 秒に設定します。 これは、デバイスがファイ

ル転送中またはウィルス対策スキャンの実行中、600 秒の期間内に 1 つでもパケットを受信

した場合はタイムアウトしないことを意味します。

注: インテリジェント事前スクリーニングは、エンコードされていないトラフィッ

クで使用することのみを目的とします。 メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）

または HTTP POST には適用されません。

• ウィルス対策スキャナが MIME バイパス リストと例外リストを使用するよう構成します。

独自のカスタム オブジェクト リストを使用するか、デバイスに付属するデフォルト リスト

（junos-default-bypass-mime）を使用できます。 以下の例では、avmime2 リストと

ex-avmime2 リストを有効にします。

• ウィルス対策モジュールが URL バイパス リストを使用するよう構成します。 URL ホワイト

リスト（HTTP トラフィックに対してのみ有効）を使用する場合、これは以前にカスタム オ

ブジェクトとして構成したカスタム URL カテゴリです。 この例では、custurl1 バイパス

リストを有効にします。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine pattern-update interval

120

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine pattern-update

email-notify admin-email administrator@juniper.net custom-message “pattern file was

updated” custom-message-subject “AV pattern file updated”

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options content-size block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options default block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options engine-not-ready block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options out-of-resources block
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set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options timeout block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options too-many-requests block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

notification-options fallback-block custom-message “Dropped due to fallback condition”

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

notification-options virus-detection type protocol-only

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

notification-options virus-detection custom-message ***virus-found***

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

scan-options content-size-limit 20000

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

scan-options intelligent-prescreening

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

scan-options timeout 1800

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

trickling timeout 600

set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist list avmime2

set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist list avmime2 exception ex-avmime2

set security utm feature-profile anti-virus url-whitelist custurl2

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. エンジン タイプを選択して構成します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus type juniper-express-engine

2. パターン データベースを更新する時間間隔を選択します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set pattern-update interval 120

3. パターンが更新されたときに指定した管理者に通知するようデバイスを構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set pattern-update email-notify admin-email administrator@juniper.net

custom-message “pattern file was updated” custom-message-subject “AV pattern

file updated”

4. Juniper Express エンジン用のプロファイルを作成し、フォールバック オプションを

block として構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 fallback-options content-size block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options default block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options engine-not-ready block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options out-of-resources block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options timeout block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options too-many-requests block

5. フォールバック ブロック アクションのカスタム通知を構成し、通知を送信します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]
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user@host# set profile junexprof1 notification-options fallback-block custom-message

“Dropped due to fallback condition”

6. プロトコル固有ウィルス検出の通知を構成し、通知を送信します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 notification-options virus-detection type

protocol-only

7. ウィルス検出のカスタム通知を構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

set profile junexprof1 notification-options virus-detection custom-message

***virus-found***

8. コンテンツ サイズ パラメータを構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 scan-options content-size-limit 20000

9. インテリジェント事前スクリーニングを構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 scan-options intelligent-prescreening

10. タイムアウト設定を構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 scan-options timeout 1800

11. トリックリング設定を構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 trickling timeout 600

12. ウィルス対策スキャナが MIME バイパス リストと例外リストを使用するよう構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set mime-whitelist list avmime2

user@host# set mime-whitelist list avmime2 exception ex-avmime2

13. ウィルス対策モジュールが URL バイパス リストを使用するよう構成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set url-whitelist custurl2

結果 構成モードで、show security utm feature-profile anti-virus コマンドを入力して構成を確認

します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

[edit]

user@host# show security utm feature-profile anti-virus

mime-whitelist {

list avmime2;

exception ex-avmime2;

}

url-whitelist custurl2;

juniper-express-engine {

pattern-update {

email-notify {

admin-email "administrator@juniper.net";
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custom-message "pattern file was updated";

custom-message-subject "AV pattern file updated";

}

interval 120;

}

profile junexprof1 {

fallback-options {

default block;

content-size block;

engine-not-ready block;

timeout block;

out-of-resources block;

too-many-requests block;

}

scan-options {

intelligent-prescreening;

content-size-limit 20000;

timeout 1800;

}

trickling timeout 600;

notification-options {

virus-detection {

type protocol-only;

custom-message ***virus-found***;

}

fallback-block {

custom-message “Dropped due to fallback condition”;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルの構成の確認 1097ページ

エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルの構成の確認

目的 エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルを確認します。

アクション 動作モードで、以下のいずれかのコマンドを入力します。

• show configuration security utm

• show security utm anti-virus status

• show security utm anti-virus statistics

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1088ページのエクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーの構成（J-Web 手順）
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• 1098ページの例: エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーの構成

• 1099ページの例: エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関

連付け

例: エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーの構成

この例では、エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーを作成して機能プロファイルに関連

付ける方法を示します。

• 要件 1098ページ

• 概要 1098ページ

• 構成 1098ページ

• 確認 1098ページ

要件

始める前に、ウィルス対策機能プロファイルを作成します。 1093ページの「「例: エクスプレス

ウィルス対策の機能プロファイルの構成」」を参照してください。

概要

この例では、utmp3 というエクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーを構成し、そのポリシー

を junexprof1 というウィルス対策プロファイルに関連付けます。

構成

ステップごとの手順 エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. HTTP ウィルス対策スキャン用の UTM ポリシーを作成し、そのポリシーをプロファイルに

関連付けます。

[edit]

user@host# set security utm utm-policy utmp3 anti-virus http-profile junexprof1

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1077ページのエクスプレス ウィルス対策保護の概要

• 1082ページのエクスプレス ウィルス対策の構成の概要

• 1099ページの例: エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関

連付け

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1098

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


例: エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け

この例では、エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付け

る方法を示します。

• 要件 1099ページ

• 概要 1099ページ

• 構成 1099ページ

• 確認 1099ページ

要件

始める前に、UTM ポリシーを作成します。 1098ページの「「例: エクスプレス ウィルス対策の

UTM ポリシーの構成」」を参照してください。

概要

この例では、utmp3 というエクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーを p3 というセキュリ

ティ ポリシーに関連付けます。

構成

ステップごとの手順 エクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けるには、以下

の手順に従います。

1. セキュリティ ポリシーを有効にして構成します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 match

application junos-http

2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 then

permit application-services utm-policy utmp3

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security policies detail

コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1077ページのエクスプレス ウィルス対策保護の概要
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• 1082ページのエクスプレス ウィルス対策の構成の概要

• 1093ページの例: エクスプレス ウィルス対策の機能プロファイルの構成

• 1089ページのエクスプレス ウィルス対策の UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付

け（J-Web 手順）
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第36章

Sophos ウィルス対策保護

この章には以下のトピックがあります。

• Sophos ウィルス対策保護の概要 1101ページ

• Sophos ウィルス対策の機能 1102ページ

• Sophos ウィルス対策と Kaspersky ウィルス対策の比較 1103ページ

• Sophos ウィルス対策のデータ ファイル更新について 1103ページ

• Sophos ウィルス対策データ ファイルの管理 1104ページ

• Sophos ウィルス対策の構成の概要 1105ページ

• 例: Sophos ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成 1105ページ

• 例: Sophos ウィルス対策の機能プロファイルの構成 1109ページ

• 例: Sophos ウィルス対策の UTM ポリシーの構成 1116ページ

• 例: Sophos ウィルス対策のファイアウォール セキュリティ ポリシーの構成 1117ページ

Sophos ウィルス対策保護の概要

Sophos ウィルス対策スキャンは、完全ファイルベース ウィルス対策機能に代わる CPU 使用率

が低いウィルス対策機能として提供されています。 Sophos ウィルス対策は完全ウィルス対策

と同じプロトコルをサポートし、ほぼ同じように機能しますが、メモリ フットプリントが小さ

いため、メモリの搭載量が少ないローエンドのデバイスに適合します。

Sophos ウィルス対策はクラウド内ウィルス対策ソリューションです。 ウィルス パターンおよ

びマルウェア データベースは Sophos（Sophos Extensible List）サーバーによって維持管理

される外部サーバー上に存在するため、Juniper デバイスに大きなパターン データベースをダ

ウンロードして維持する必要はありません。 また、Sophos ウィルス対策スキャナはローカル

の内部キャッシュを使用して外部リスト サーバーからのクエリーの応答を保持し、ルックアッ

プ パフォーマンスを向上させます。

Juniper 統合型脅威管理（UTM）によって処理されるかなりの量のトラフィックは HTTP ベース

なので、悪質なコンテンツがエンドポイント クライアントやサーバーに到達するのを効果的に

防ぐため、ユニフォーム リソース識別子（URI）チェックが使用されます。 HTTP トラフィッ

クについては、URI ルックアップ、真のファイル タイプの検出、およびファイル チェックサ

ム ルックアップの各チェックが行われます。 サポートされているレイヤー プロトコルは

HTTP、FTP、SMTP、POP3、IMAP です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 1102ページのSophos ウィルス対策の機能

• 1105ページのSophos ウィルス対策の構成の概要

Sophos ウィルス対策の機能

Sophos ウィルス対策の主な機能は以下のとおりです。

• 拡張 MIME デコードのサポート—Sophos ウィルス対策は、HTTP、POP3、SMTP、および IMAP に

ついて MIME デコードをサポートします。 MIME デコードのサポートには、サポートされて

いるプロトコルごとに以下が含まれます。

• マルチパートおよびネストされたヘッダーのデコード

• Base64 のデコード、Quoted-Printable のデコード、件名フィールドのエンコードされた

単語のデコード

• スキャン結果処理—Sophos ウィルス対策では、ウィルスが見つかってデータ コンテンツがド

ロップされるとき、その TCP トラフィックは適切に終了します。

失敗モード オプションとして、content-size、default、engine-not-ready、

out-of-resource、timeout、および too-many-requests がサポートされています。 設定で

きるアクションは、block、log-and-permit、および permit です。 Sophos でのサポートさ

れているオプションの失敗モード処理は、完全ウィルス対策とほぼ同じです。

• ユニフォーム リソース識別子チェック—Sophos にはユニフォーム リソース識別子（URI）チェッ

ク機能があり、これはアンチスパムのリアルタイム ブラックホール リスト（RBL）のルック

アップに似ています。 URI チェックは、HTTP トラフィック内の URI コンテンツを Sophos

データベースと照合して分析し、マルウェアや悪質なコンテンツを識別する手法です。 マル

ウェアはほとんどが静的なので、パフォーマンスを向上させるため、マルウェアの識別には

チェックサム メカニズムが使用されます。 チェックサムを使用できるファイルに

は、.exe、.zip、.rar、.swf、.pdf、.ole2（doc および xls）などがあります。

注: Juniper デバイスによって保護している内部ネットワークに HTTP トラフィッ

クがない場合、または外部からアクセスできない Web サーバーがある場合は、

URI チェックをオフにしてもかまいません。 Web サーバーが外部からアクセスで

きない場合、その Web サーバーに Sophos URI データベースに存在する URI 情

報が含まれる可能性はまずありません。 URI チェックはデフォルトでオンになっ

ています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1101ページのSophos ウィルス対策保護の概要

• 1105ページのSophos ウィルス対策の構成の概要

• 1109ページの例: Sophos ウィルス対策の機能プロファイルの構成
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Sophos ウィルス対策と Kaspersky ウィルス対策の比較

Sophos ウィルス対策は Juniper エクスプレス ウィルス対策の方に似ていますが、完全ウィル

ス対策機能とも類似点があります。

• Juniper エクスプレスおよび完全ウィルス対策ソリューションとは異なり、Sophos 用のウィ

ルス対策およびマルウェア データベースはリモート Sophos Extensible List サーバーのグ

ループ上に存在します。 クエリーは DNS プロトコルを使用して実行されます。 これらの

サーバーは Sophos が維持管理するため、Juniper デバイスに大きなパターン データベース

をダウンロードして維持する必要はありません。 データベースがリモートに存在するため、

サイズ制限はなく、新しいウィルスの発生時に迅速な対応が得られます。

注: Sophos ウィルス対策では、定期的な更新を必要とするデータ ファイルのセッ

トが使用されます。 これらは一般的なウィルス パターン ファイルではなく、

ウィルス スキャン ロジックを誘導する小さいファイルが集まったものです。 こ

れらのデータ ファイルは手動でダウンロードするか、自動的にダウンロードする

よう設定できます。

• Sophos には、Kaspersky ウィルス対策と同じ事前スクリーニング検出機能はありません。

Sophos エンジンの一部として同様のソリューションが提供されていますが、これをオン/オ

フすることはできません。

• Sophos ウィルス対策機能は、別途ライセンスが必要なサブスクリプション サービスです。

また、Sophos が維持管理するリモート サーバー上にパターン ルックアップ データベース

があるため、ウィルス対策ライセンス キーが期限切れになると、機能が使用できなくなりま

す。 ライセンスを更新するために 30 日の猶予期間があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1101ページのSophos ウィルス対策保護の概要

• 1105ページのSophos ウィルス対策の構成の概要

Sophos ウィルス対策のデータ ファイル更新について

Sophos ウィルス対策では、定期的な更新を必要とするデータ ファイルの小さいセットが使用

されます。 これらのデータ ファイルにはスキャン ロジックを誘導する情報のみが含まれ、完

全なパターン データベースは含まれません。 危険なウィルス、URI チェック、マルウェア、

ワーム、トロイの木馬、スパイウェアなどを防ぐメインのパターン データベースは、Sophos

が維持管理するリモート Sophos Extensible List サーバー上にあります。

Sophos データ ファイルは、HTTP または HTTPS を通じて手動で更新するか、自動的に更新す

るようスケジュール設定できます。 これは完全ウィルス対策ソリューションで見られる機能と

ほぼ同じですが、以下のわずかな違いがあります。

• Sophos ウィルス対策では、シグネチャ データベースのデフォルトの自動更新間隔は 1 日 1

回です。 この間隔は変更できます。
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• Sophos では、データ ファイルの更新中にウィルス スキャン機能は中断されません。 更新

が失敗した場合は、既存のデータ ファイルが引き続き使用されます。

• Sophos ウィルス対策データ ファイル更新のデフォルトの URL は

http://update.juniper-updates.net/SAV/ です。

注: Sophos ウィルス対策機能は、別途ライセンスが必要なサブスクリプション サー

ビスです。 パターン ルックアップ データベースがリモート Sophos サーバー上に

あるため、ウィルス対策ライセンス キーが期限切れになると、機能が使用できなく

なります。 ライセンスを更新するために 30 日の猶予期間があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1101ページのSophos ウィルス対策保護の概要

• 1104ページのSophos ウィルス対策データ ファイルの管理

• 1105ページのSophos ウィルス対策の構成の概要

Sophos ウィルス対策データ ファイルの管理

始める前に、以下のことを行います。

• Sophos ウィルス対策ライセンスをインストールします。 『Junos OS Initial Configuration

Guide for Security Devices』を参照してください。

• Sophos をデバイスのウィルス対策機能として構成します。 1109ページの「「例: Sophos ウィ

ルス対策の機能プロファイルの構成」」を参照してください。 このウィルス対策エンジン

タイプを設定するには、set security utm feature-profile anti-virus type sophos-engine ス

テートメントを実行します。

この例では、4320 分ごと（3 日ごと）にデータ ファイルを自動的に更新するようセキュリティ

デバイスを構成します。 データ ファイルのデフォルトの更新間隔は 1440 分（24 時間ごと）

です。

Sophos データ ファイルを自動的に更新するには、次のコマンドを入力します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set sophos-engine pattern-update interval 4320

注: 以下のコマンドは CLI 動作モードで実行します。

データ ファイルを手動で更新するには、次のコマンドを入力します。

user@host> request security utm anti-virus sophos-engine pattern-update

データ ファイルを手動で再ロードするには、次のコマンドを入力します。

user@host> request security utm anti-virus sophos-engine pattern-reload
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データ ファイルを手動で削除するには、次のコマンドを入力します。

user@host> request security utm anti-virus sophos-engine pattern-delete

ウィルス対策のステータスをチェックし、データ ファイルのバージョンを表示するには、次の

コマンドを入力します。

user@host> show security utm anti-virus status

プロキシ サーバーのステータスをチェックするには、次のコマンドを入力します。

user@host> show security utm anti-virus status

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1101ページのSophos ウィルス対策保護の概要

• 1103ページのSophos ウィルス対策のデータ ファイル更新について

• 1105ページのSophos ウィルス対策の構成の概要

Sophos ウィルス対策の構成の概要

Sophos ウィルス対策は統合型脅威管理（UTM）機能セットの一部なので、まず UTM オプション

（カスタム オブジェクト）を構成し、Sophos 機能を構成してから、UTM ポリシーとセキュリ

ティ ポリシーを作成します。 セキュリティ ポリシーはデバイスによって転送されるすべての

トラフィックを制御し、UTM ポリシーはトラフィックのスキャンに使用するパラメータを指定

します。 UTM ポリシーは、プロトコルのセットを 1 つまたは複数の UTM 機能プロファイル

（この場合は Sophos ウィルス対策を含む）にバインドするためにも使用します。

Sophos ウィルス対策を構成するには、以下のタスクを完了する必要があります。

1. UTM カスタム オブジェクトと MIME リストを構成します。 1105ページの「「例: Sophos ウィ

ルス対策のカスタム オブジェクトの構成」」を参照してください。

2. Sophos ウィルス対策の機能プロファイルを構成します。 1109ページの「「例: Sophos ウィ

ルス対策の機能プロファイルの構成」」を参照してください。

3. UTM ポリシーを構成します。 1116ページの「「例: Sophos ウィルス対策の UTM ポリシーの

構成」」を参照してください。

4. セキュリティ ポリシーを構成します。 1117ページの「「例: Sophos ウィルス対策のファイ

アウォール セキュリティ ポリシーの構成」」を参照してください。

例: Sophos ウィルス対策のカスタム オブジェクトの構成

この例では、Sophos ウィルス対策で使用する UTM グローバル カスタム オブジェクトを作成

する方法を示します。

• 要件 1106ページ

• 概要 1106ページ

• 構成 1106ページ

• 確認 1108ページ
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要件

始める前に、UTM カスタム オブジェクトについて理解します。 986ページの「「UTM カスタム

オブジェクトについて」」を参照してください。

概要

MIME リストを構成します。 これには、ウィルス対策スキャン用の MIME ホワイトリストと

MIME 例外リストの作成が含まれます。 この例では、QuickTime ビデオのスキャンを回避しま

すが、MIME タイプが quicktime-inappropriate の場合は例外とします。

警告: HTTP トラフィック内のヘッダー情報はスプーフィングされている可能性があ

るため、MIME ホワイトリスト機能を構成するときは、必ずしも HTTP ヘッダーが正

当であると信頼することはできない点に注意してください。 Web ブラウザは、ある

特定のファイル タイプに対して適切なアクションを決定するとき、MIME ヘッダー

の内容はチェックせずにファイル タイプを検出します。 しかし、MIME ホワイトリ

スト機能は HTTP ヘッダー内の MIME エンコードを参照します。 そのため、悪質な

Web サイトが無効な HTTP ヘッダーを提供するようなケースが起こり得ます。 たと

えば、ネットワーク管理者が誤って悪質な Web サイトを MIME ホワイトリストに追

加してしまった場合、このサイトはホワイトリストに登録されているため、たとえ

Sophos のデータベースで悪質と認識されていても、Sophos によってブロックされ

ません。 これにより、内部ホストがこのサイトに到達し、感染する可能性がありま

す。

構成

J-Web 簡単構成 MIME リストを構成するには、以下の手順に従います。

1. タスクバーの [Configure]（構成）タブをクリックし、[Security]（セキュリティ）

>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オブジェクト）の順に選択します。

2. [MIME Pattern List]（MIME パターン リスト）タブをクリックし、[Add]（追加）をクリッ

クします。

3. [MIME Pattern Name]（MIME パターン名）ボックスに avmime2 と入力します。

4. [MIME Pattern Value]（MIME パターン値）ボックスに video/quicktime と入力し、[Add]

（追加）をクリックします。

5. [MIME Pattern Value]（MIME パターン値）ボックスに image/x-portable-anympa と入力し、

[Add]（追加）をクリックします。

6. [MIME Pattern Value]（MIME パターン値）ボックスに x-world/x-vrml と入力し、[Add]（追

加）をクリックします。

MIME 例外リストを構成するには、以下の手順に従います。

1. タスクバーの [Configure]（構成）タブをクリックし、[Security]（セキュリティ）

>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オブジェクト）の順に選択します。

2. [MIME Pattern List]（MIME パターン リスト）タブをクリックし、[Add]（追加）を選択し

ます。
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3. [MIME Pattern Name]（MIME パターン名）ボックスに exception-avmime2 と入力します。

4. [MIME Pattern Value]（MIME パターン値）ボックスに video/quicktime-inappropriate と入

力し、[Add]（追加）をクリックします。

ウィルス対策スキャンを回避する URL またはアドレスを含む URL パターン リスト（ホワイト

リスト）を構成します。 URL パターン リストを作成した後、カスタム URL カテゴリ リスト

を作成し、そのリストにパターン リストを追加します。

注: URL パターン リストはカスタム URL カテゴリ リストの作成に使用するため、

カスタム URL カテゴリ リストを構成する前に URL パターン リスト カスタム オ

ブジェクトを構成する必要があります。

URL パターン ホワイトリストを構成するには、以下の手順に従います。

1. タスクバーの [Configure]（構成）タブをクリックし、[Security]（セキュリティ）

>[UTM]>[Custom Objects]（カスタム オブジェクト）の順に選択します。

2. [URL Pattern List]（URL パターン リスト）タブをクリックし、[Add]（追加）をクリック

します。

3. [URL Pattern Name]（URL パターン名）ボックスに urlist2 と入力します。

4. [URL Pattern Name]（URL パターン名）ボックスに http://juniper.net と入力します （URL

の代わりに IP アドレスを使用することもできます）。

構成を保存するには、以下の手順に従います。

1. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

2. デバイスの構成が完了したら、[Actions]（アクション）>[Commit]（コミット）の順にクリッ

クします。

注: URL パターンでのワイルドカードのサポート—ワイルドカード ルールは \*\.[]\?*

であり、すべてのワイルドカード URL の前に http:// を付ける必要があります。

“*” は、それが URL の先頭にあり、後に “*.” が続く場合にのみ使用できま

す。 “?” は、URL の末尾でのみ使用できます。

次のワイルドカード構文はサポートされています。http://*.juniper.net、

http://www.juniper.ne?、http://www.juniper.n??。 次のワイルドカード構文はサポー

トされていません。*.juniper.net、www.juniper.ne?、http://*juniper.net、

http://*。
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ステップごとの手順 CLI を使用してウィルス対策保護を構成するには、カスタム オブジェクトを以下の順序で作成

する必要があります。

1. MIME ホワイトリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern avmime2 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

MIME 例外リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern exception-avmime2 value

[video/quicktime-inappropriate]

2. スキャンを回避する URL またはアドレスを含む URL パターン リスト（ホワイトリスト）

を構成します。 URL パターン リストを作成した後、カスタム URL カテゴリ リストを作

成し、そのリストにパターン リストを追加します。 URL パターン リスト カスタム オ

ブジェクトを構成するには、次のようにリスト名を作成して値を追加します。

注: URL パターン リストはカスタム URL カテゴリ リストの作成に使用する

ため、カスタム URL カテゴリ リストを構成する前に URL パターン リスト

カスタム オブジェクトを構成する必要があります。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllist2 value [http://www.juniper.net

192.168.1.5]

注: URL パターンでのワイルドカードのサポート—ワイルドカード ルールは

\*\.[]\?* であり、すべてのワイルドカード URL の前に http:// を付ける必

要があります。 “*” は、それが URL の先頭にあり、後に “*.” が続く場

合にのみ使用できます。 “?” は、URL の末尾でのみ使用できます。

次のワイルドカード構文はサポートされています。http://*.juniper.net、

http://www.juniper.ne?、http://www.juniper.n??。 次のワイルドカード構文は

サポートされていません。*.juniper.net、www.juniper.ne?、

http://*juniper.net、http://*。

3. 前の手順で作成した URL パターン リスト（urllist2）を使用してカスタム URL カテゴ

リ リスト カスタム オブジェクトを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl2 value urllist2

確認

構成を確認するには、show security utm custom-objects コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 1101ページのSophos ウィルス対策保護の概要

• 1105ページのSophos ウィルス対策の構成の概要

• 1109ページの例: Sophos ウィルス対策の機能プロファイルの構成

• 986ページのUTM カスタム オブジェクトについて

例: Sophos ウィルス対策の機能プロファイルの構成

この例では、ウィルス スキャンに使用されるパラメータを定義する Sophos ウィルス対策プロ

ファイルを構成する方法を示します。

• 要件 1109ページ

• 概要 1109ページ

• 構成 1109ページ

• 確認 1115ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• Sophos ウィルス対策ライセンスをインストールします。 『Junos OS Initial Configuration

Guide for Security Devices』を参照してください。

• UTM 用のカスタム オブジェクトを構成します。 1105ページの「「例: Sophos ウィルス対策の

カスタム オブジェクトの構成」」を参照してください。

概要

以下の構成では、Sophos をウィルス対策エンジンとして構成し、データ ファイル更新間隔、

管理者用の通知オプション、フォールバック オプション、ファイル サイズ制限などのパラメー

タを設定します。

構成

J-Web 簡単構成 注: 以下の例では、カスタム Sophos プロファイルを作成する方法を示します。

Juniper Networks の事前構成されたプロファイルを使用する場合は、

junos-sophos-av-defaults というプロファイルを UTM ポリシーで使用します。 1116

ページの「「例: Sophos ウィルス対策の UTM ポリシーの構成」」を参照してくだ

さい。

1. エンジン タイプを選択して構成します。 この例では、Sophos エンジンを構成します。

a. タスクバーの [Configure]（構成）タブをクリックし、[Security]（セキュリティ）

>[UTM]>[Anti-Virus]（ウィルス対策）の順に選択します。

b. [Global Options]（グローバル オプション）タブをクリックし、[Sophos] をクリックし

ます。
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c. [OK] をクリックして変更をコミットします。

d. ウィルス対策エンジンとして Sophos を有効にするため、デバイスを再起動します。

2. 手順 1 を実行したウィルス対策の [Global Options]（グローバル オプション）画面に戻

り、以下のパラメータを設定します。

a. [MIME whitelist]（MIME ホワイトリスト）リストで、[exception-avmime2] を選択しま

す。

b. [URL whitelist]（URL ホワイトリスト）リストで、[custurl2] を選択します。

c. [Pattern update interval (sec)]（パターン更新間隔（秒））ボックスに 2880 と入力

します。

d. SophosAdmin 電子メールによるデータ ファイル更新通知を受け取る電子メール アドレ

スを該当するボックスに入力します。 たとえば、admin@juniper.net と入力します。

e. [Custom Message]（カスタム メッセージ）ボックスに The Sophos data file update on

the SRX240 has been completed と入力します。 [Custom message subject]（カスタム

メッセージの件名）ボックスに Sophos Data File Updated と入力します。

f. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

3. Sophos エンジン用のプロファイルを構成し、パラメータを設定します。

a. タスクバーの [Configure]（構成）タブをクリックし、[Security]（セキュリティ）

>[UTM]>[Anti-Virus]（ウィルス対策）の順に選択します。 [Add]（追加）をクリックし

ます。

b. [Add profile]（プロファイルの追加）ボックスで、[Main]（メイン）タブをクリックし

ます。

c. [Profile name]（プロファイル名）ボックスに sophos-prof1 と入力します。

d. [Trickling timeout]（トリックリング タイムアウト）ボックスに 180 と入力します。

警告: トリックリング オプションを有効にするときは、ウィルス対策スキャ

ン中にファイルの一部がクライアントに送信される場合があることに留意し

てください。 そのため、ファイル全体のスキャンが完了する前にクライアン

トがコンテンツの一部を受信し、それによって感染する可能性があります。

e. URI チェックはデフォルトでオンになっています。 これをオフにするには、[URI check]

（URI チェック）ボックスで [yes]（はい）をオフにします。
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f. [Content size Limit]（コンテンツ サイズ制限）ボックスに 20000 と入力します。

g. [Scan engine timeout]（スキャン エンジン タイムアウト）ボックスに 1800 と入力し

ます。

4. [Fallback settings]（フォールバック設定）タブをクリックして、フォールバック設定を

構成します。 この例では、すべてのフォールバック オプションを [Log and permit]（ロ

グに記録して許可）に設定します。 次の項目に対して [Log and permit]（ログに記録して

許可）をクリックします。[Default action]（デフォルト アクション）、[Content size]

（コンテンツ サイズ）、[Engine not ready]（エンジン準備未完了）、[Timeout]（タイム

アウト）、[Out of resource]（リソース不足）、[Too many requests]（要求数過剰）。

5. [Notification options]（通知オプション）タブをクリックして、通知オプションを構成し

ます。 フォールバック ブロック アクション、フォールバック非ブロック アクション、お

よびウィルス検出の通知を構成できます。

フォールバック設定の通知を構成するには、以下の手順に従います。

a. [Notification type]（通知タイプ）で、[Protocol]（プロトコル）をクリックします。

b. [Notify mail sender]（メール送信者に通知）で、[yes]（はい）をクリックします。

c. [Custom message]（カスタム メッセージ）ボックスに Fallback block action occurred

と入力します。

d. [Custom message subject]（カスタム メッセージの件名）ボックスに ***Antivirus

fallback Alert*** と入力します。

6. ウィルス検出の通知オプションを構成するには、[Notification options cont...]（通知オ

プション（続き...））タブをクリックします。

a. [Notification type]（通知タイプ）オプション ボタンで、[Protocol]（プロトコル）

を選択します。

b. [Notify mail sender]（メール送信者に通知）オプション ボタンで、[yes]（はい）を

選択します。

c. [Custom message]（カスタム メッセージ）ボックスに Virus has been detected と入力

します。

d. [Custom message subject]（カスタム メッセージの件名）ボックスに ***Virus

detected*** と入力します。

7. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

8. デバイスの構成が完了したら、[Actions]（アクション）>[Commit]（コミット）の順にク

リックします。
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ステップごとの手順 CLI を使用して Sophos ウィルス対策の機能プロファイルを構成するには、以下の手順に従い

ます。

注: 以下の例では、カスタム Sophos プロファイルを作成する方法を示します。

Juniper Networks の事前構成されたプロファイルを使用する場合は、

junos-sophos-av-defaults というプロファイルを UTM ポリシーで使用します。 1116

ページの「「例: Sophos ウィルス対策の UTM ポリシーの構成」」を参照してくだ

さい。

1. エンジン タイプを選択して構成します。 この例では、Sophos エンジンを構成します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus type sophos-engine

2. 構成をコミットして、デバイスを再起動します。 デバイスが再起動したら、再び構成モー

ドに入ります。

3. データ ファイルを更新する時間間隔を選択します。 ウィルス対策パターンのデフォルト

の更新間隔は 1440 分（24 時間ごと）です。 このデフォルト値のままにするか、設定を

変更します。 必要な場合は、手動で更新を行うこともできます。 デフォルトの 24 時間

ごとから 48 時間ごとに変更するには、次のコマンドを入力します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set sophos-engine pattern-update interval 2880

4. リモート サーバーからパターン更新をダウンロードするため、ネットワーク デバイスに

プロキシ サーバー情報を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set sophos-engine pattern-update proxy

5. ほとんどの場合、パターン データベース更新用の URL を変更する必要はありません。

このオプションを変更する場合は、次のコマンドを使用します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set sophos-engine pattern-update url http://www.juniper.net/test-download

6. データ ファイルが更新されたときに指定した管理者に通知するようデバイスを構成でき

ます。 これはカスタム メッセージとカスタム件名行を持つ電子メール通知です。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set sophos-engine pattern-update email-notify admin-email admin@juniper.net

custom-message “Sophos antivirus data file was updated” custom-message-subject

“AV data file updated”

7. フォールバック オプションのリストを block、log-and-permit、permit のいずれかとし

て構成します。 デフォルト設定は log-and-permit です。 デフォルト設定を使用する

か、設定を変更します。

コンテンツ サイズ アクションを構成します。 この例では、コンテンツ サイズを超えた

場合、block アクションを実行します。

まず、sophos-prof1 というプロファイルを作成します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# edit sophos-engine profile sophos-prof1
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コンテンツ サイズ フォールバック オプションを block に設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set fallback-options content-size block

デフォルト フォールバック オプションを log-and-permit に設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set fallback-options default log-and-permit

ウィルス対策エンジンの準備ができていない場合は、log-and-permit に設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set fallback-options engine-not-ready log-and-permit

デバイスでリソース不足が発生した場合は、log-and-permit に設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set fallback-options out-of-resources log-and-permit

ウィルス スキャンがタイムアウトした場合は、log-and-permit に設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set fallback-options timeout log-and-permit

ウィルス エンジンが処理する要求の数が多すぎる場合は、log-and-permit に設定しま

す。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set fallback-options too-many-requests log-and-permit

8. 通知オプションを構成します。 フォールバック ブロック アクション、フォールバック

非ブロック アクション、およびウィルス検出の通知を構成できます。

この手順では、フォールバック ブロック アクションのカスタム メッセージを構成し、

プロトコル固有アクションの通知を管理者と送信者に送信します。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set notification-options fallback-block custom-message ***Fallback block

action occurred*** custom-message-subject Antivirus Fallback Alert

notify-mail-sender type protocol-only allow email administrator-email

admin@juniper.net

9. プロトコル固有ウィルス検出の通知を構成し、通知を送信します。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host#set notification-options virus-detection type protocol-only

notify-mail-sender custom-message-subject ***Virus detected*** custom-message Virus

has been detected

10. コンテンツ サイズ パラメータを構成します。
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注: content-size 値を構成するときは、コンテンツ サイズがプロトコル ヘッ

ダーに格納されていて、スキャン要求が送信される前に max-content-size

フォールバックが適用される場合があることに留意してください。 ただし、

多くの場合、コンテンツ サイズはプロトコル ヘッダーでは提供されません。

このような場合は、TCP ペイロードがウィルス対策スキャナに送信され、ペイ

ロードの最後まで累積されます。 ペイロードの累積値が最大コンテンツ サイ

ズ値を超えた場合、max-content-size フォールバックが適用されます。 デ

フォルトのフォールバック アクションは log-and-permit ですが、このオプ

ションは block に変更できます。そうすると、該当するパケットがドロップ

され、ブロック メッセージがクライアントに送信されます。

この例では、コンテンツ サイズが 20 MB を超えた場合、パケットはドロップされます。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set scan-options content-size-limit 20000

11. URI チェックはデフォルトでオンになっています。 URI チェックをオフにするには、次

のコマンドを入力します。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set scan-options no-uri-check

12. スキャン操作のタイムアウト設定を 1800 秒に設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set scan-options timeout 1800

13. スキャン操作用のウィルスおよびマルウェア データベースは Sophos Extensible List

サーバー上にあります。 これらのサーバーの応答タイムアウトを 3 秒に設定します（デ

フォルトは 2 秒）。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set scan-options sxl-timeout 3

14. Sophos Extensible List サーバーの再試行オプションを 2 回に設定します（デフォルト

は 1 回）。

[edit security utm feature-profile anti-virus sophos-engine profile sophos-prof1]

user@host# set scan-options sxl-retry 2

15. トリックリング設定を 180 秒に設定します。 トリックリングを使用する場合は、タイム

アウト パラメータも設定できます。 トリックリングは HTTP にのみ適用されます。 HTTP

トリックリングは、HTTP クライアントまたはサーバーがファイル転送中またはウィルス

対策スキャン中にタイムアウトしないようにするためのメカニズムです。

警告: トリックリング オプションを有効にするときは、ウィルス対策スキャ

ン中にファイルの一部がクライアントに送信される場合があることに留意して

ください。 そのため、ファイル全体のスキャンが完了する前にクライアント

がコンテンツの一部を受信する可能性があります。

[edit security utm feature-profile anti-virus]
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user@host# set sophos-engine profile sophos-prof1 trickling timeout 180

16. ウィルス対策モジュールが MIME バイパス リストと例外リストを使用するよう構成しま

す。 独自のカスタム オブジェクト リストを使用するか、デバイスに付属するデフォル

ト リスト（junos-default-bypass-mime）を使用できます。 この例では、以前の手順で

設定したリストを使用します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set mime-whitelist list avmime2

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set mime-whitelist list exception-avmime2

17. ウィルス対策モジュールが URL バイパス リストを使用するよう構成します。 URL ホワ

イトリストを使用する場合、これは以前にカスタム オブジェクトとして構成したカスタ

ム URL カテゴリです。 URL ホワイトリストは HTTP トラフィックに対してのみ有効で

す。 この例では、以前の手順で設定したリストを使用します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set url-whitelist custurl2

確認

機能プロファイルの構成を確認するには、show security utm feature-profile anti-virus コマ

ンドを実行します。

現在のウィルス対策ステータスに関する情報の取得

アクション 動作モードで show security utm anti-virus status コマンドを入力して、ウィルス対策のス

テータスを表示します。

user@host>show security utm anti-virus status

意味 • ウィルス対策キーの有効期限—ライセンス キーの有効期限。

• 更新サーバー—データ ファイル更新サーバーの URL。

• 間隔—デバイスが更新サーバーからデータ ファイルを更新する時間間隔（分）。

• パターン更新ステータス—次回データ ファイルが更新されるまでの残り時間（分）。

• 最後の結果—最後の更新の結果。 すでに最新バージョンがある場合は、already have latest

database（データベースはすでに最新）と表示されます。

• ウィルス対策シグネチャのバージョン—現在のデータ ファイルのバージョン。

• スキャン エンジン タイプ—現在実行されているウィルス対策エンジンのタイプ。

• スキャン エンジン情報—現在のスキャン エンジンで実行された最後のアクションの結果。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1101ページのSophos ウィルス対策保護の概要

• 1105ページのSophos ウィルス対策の構成の概要
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例: Sophos ウィルス対策の UTM ポリシーの構成

この例では、Sophos ウィルス対策の UTM ポリシーを作成する方法を示します。

• 要件 1116ページ

• 概要 1116ページ

• 構成 1116ページ

• 確認 1117ページ

要件

UTM ポリシーを作成する前に、カスタム オブジェクトと Sophos 機能プロファイルを作成しま

す。

1. UTM カスタム オブジェクトと MIME リストを構成します。 1105ページの「「例: Sophos ウィ

ルス対策のカスタム オブジェクトの構成」」を参照してください。

2. Sophos ウィルス対策の機能プロファイルを構成します。 1109ページの「「例: Sophos ウィ

ルス対策の機能プロファイルの構成」」を参照してください。

概要

ウィルス対策機能プロファイルを作成した後、ウィルス対策スキャン プロトコル用の UTM ポ

リシーを構成し、そのポリシーを機能プロファイルに関連付けます。 この例では、http-profile

ステートメントを指定して、HTTP のウィルス スキャンが行われるようにします。 他のプロト

コルも同様にスキャンできます。そのためには、別のプロファイルを作成するか、他のプロト

コルを imap-profile、pop3-profile、smtp-profile などのプロファイルに追加します。

構成

J-Web 簡単構成 Sophos ウィルス対策の UTM ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. タスクバーの [Configure]（構成）タブをクリックし、[Security]（セキュリティ）>[Policy]

（ポリシー）>[UTM Policies]（UTM ポリシー）の順に選択します。 [Add]（追加）をクリッ

クします。

2. [Main]（メイン）タブをクリックします。 [Policy name]（ポリシー名）ボックスに utmp3

と入力します。

3. [Anti-Virus profiles]（ウィルス対策プロファイル）タブをクリックします。 [HTTP

profile]（HTTP プロファイル）リストで、[sophos-prof1] を選択します。

4. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

5. デバイスの構成が完了したら、[Actions]（アクション）>[Commit]（コミット）の順に選択

します。

ステップごとの手順 Sophos ウィルス対策の UTM ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. edit security utm 階層に移動します。

[edit]

user@host# edit security utm
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2. UTM ポリシー utmp3 を作成し、http-profile sophos-prof1 に関連付けます。

[edit security utm]

user@host# set utm-policy utmp3 anti-virus http-profile sophos-prof1

注: デフォルトの Sophos 機能プロファイル設定を使用する場合は、上記のス

テートメントの sophos-prof1 を junos-sophos-av-defaults に置き換えま

す。

確認

構成を確認するには、show security utm utm-policy utmp3 コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1101ページのSophos ウィルス対策保護の概要

• 1105ページのSophos ウィルス対策の構成の概要

• 1109ページの例: Sophos ウィルス対策の機能プロファイルの構成

例: Sophos ウィルス対策のファイアウォール セキュリティ ポリシーの構成

この例では、Sophos ウィルス対策のセキュリティ ポリシーを作成する方法を示します。

• 要件 1117ページ

• 概要 1117ページ

• 構成 1118ページ

• 確認 1119ページ

要件

セキュリティ ポリシーを作成する前に、カスタム オブジェクト、Sophos 機能プロファイル、

および UTM ポリシーを作成します。

1. UTM カスタム オブジェクトと MIME リストを構成します。 1105ページの「「例: Sophos ウィ

ルス対策のカスタム オブジェクトの構成」」を参照してください。

2. Sophos ウィルス対策の機能プロファイルを構成します。 1109ページの「「例: Sophos ウィ

ルス対策の機能プロファイルの構成」」を参照してください。

3. UTM ポリシーを構成します。 1116ページの「「例: Sophos ウィルス対策の UTM ポリシーの

構成」」を参照してください。

概要

1109ページの「「例: Sophos ウィルス対策の機能プロファイルの構成」」で定義した機能プロ

ファイルを使用して Sophos ウィルス対策が Untrust ゾーンから Trust ゾーンへのトラフィッ

クをスキャンするよう指定するファイアウォール セキュリティ ポリシーを作成します。 アプ
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リケーションの一致構成が any に設定されているため、すべてのアプリケーション タイプが

スキャンされます。

構成

J-Web 簡単構成 Sophos ウィルス対策のセキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. 任意のソース アドレスまたは宛先アドレスに一致する Untrust から Trust へのポリシー

を構成し、スキャンするアプリケーションとして any を選択します。

a. タスクバーの [Configure]（構成）タブをクリックし、[Security]（セキュリティ）

>[Policy]（ポリシー）>[FW Policies]（FW ポリシー）の順に選択します。 [Add]（追

加）を選択します。

b. [Policy Name]（ポリシー名）ボックスに p3 と入力します。

c. [Policy Action]（ポリシー アクション）ボックスで、[permit]（許可）を選択します。

d. [From Zone]（ソース ゾーン）リストで、[untrust] を選択します。

e. [To Zone]（宛先ゾーン）リストで、[trust] を選択します。

f. [Source Address]（ソース アドレス）ボックスと [Destination Address]（宛先アドレ

ス）ボックスで、[Matched]（一致）が [any]（任意）に設定されていることを確認しま

す。

g. [Applications]（アプリケーション）ボックスで、[Application/Sets]（アプリケーショ

ン/セット）リストから [any]（任意）を選択して [Matched]（一致）リストに移動しま

す。

2. utmp3 という UTM ポリシーをファイアウォール セキュリティ ポリシーに関連付けます。

これにより、一致したトラフィックが Sophos ウィルス対策機能によってスキャンされま

す。

a. [Edit Policy]（ポリシーの編集）ボックスから、[Application Services]（アプリケー

ション サービス）タブをクリックします。

b. [UTM Policy]（UTM ポリシー）リストで、[utmp3] を選択します。

3. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存します。

4. デバイスの構成が完了したら、[Actions]（アクション）>[Commit]（コミット）の順に選択

します。

ステップごとの手順 Sophos ウィルス対策のセキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. 任意のソース アドレスに一致する Untrust から Trust へのポリシーを構成します。

[edit security]

user@host# set policies from-zone untrust to-zone trust policy p3 match source-address

any

2. 任意の宛先アドレスに一致する Untrust から Trust へのポリシーを構成します。

[edit security]
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user@host# set policies from-zone untrust to-zone trust policy p3 match

destination-address any

3. 任意のアプリケーション タイプに一致する Untrust から Trust へのポリシーを構成し

ます。

[edit security]

user@host# set policies from-zone untrust to-zone trust policy p3 match application

any

4. utmp3 という UTM ポリシーをファイアウォール セキュリティ ポリシーに関連付けます。

これにより、一致したトラフィックが Sophos ウィルス対策機能によってスキャンされま

す。

[edit security]

user@host# set policies from-zone untrust to-zone trust policy p3 then permit

application-services utm-policy utmp3

確認

構成を確認するには、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1101ページのSophos ウィルス対策保護の概要

• 1105ページのSophos ウィルス対策の構成の概要

• 1109ページの例: Sophos ウィルス対策の機能プロファイルの構成
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第37章

コンテンツ フィルタリング

• コンテンツ フィルタリングの概要 1121ページ

• コンテンツ フィルタリングのプロトコル サポート 1122ページ

• 例: コンテンツ フィルタリングの構成 1124ページ

• コンテンツ フィルタリングの構成の監視 1135ページ

コンテンツ フィルタリングの概要

コンテンツ フィルタリングは、MIME タイプ、ファイル拡張子、およびプロトコル コマンドに

基づいて特定の種類のトラフィックをブロックまたは許可します。 コンテンツ フィルタは、

設定したフィルタ リストと照合してトラフィックをチェックすることにより、ゲートウェイ上

のファイル転送を制御します。

コンテンツ フィルタ モジュールによるトラフィックの評価は、Web フィルタリングを除く他

のすべての UTM モジュールより先に行われます。 したがって、トラフィックがコンテンツ

フィルタで設定された基準を満たす場合、コンテンツ フィルタが最初にこのトラフィックに作

用します。

以下のタイプのコンテンツ フィルタを構成できます。

• MIME パターン フィルタ — MIME パターンを使用して、HTTP およびメール プロトコルにお

けるトラフィックのタイプを識別します。 2 つの MIME パターン リストを使用して、実行

するアクションが決定されます。 ブロック MIME リストには、コンテンツ フィルタによっ

てブロックされる MIME タイプ トラフィックのリストが含まれます。 MIME 例外リストに

は、コンテンツ フィルタによってブロックされない MIME パターンが含まれます。これは通

常、ブロック リストに含まれる項目のサブセットです。 ブロック リストよりも例外リスト

の方が優先されます。 両方のリストに同じ MIME エントリがある場合は、例外リストが優先

されるため、それらの MIME タイプはコンテンツ フィルタによってブロックされません。

したがって、例外リストに項目を追加するときは、より限定的にすると効果的です。

• ブロック拡張子リスト — ファイル転送中はファイル名を取得できるため、拡張子を使用する

ことはファイル転送をブロックまたは許可する方法として実用的です。 このコンテンツ フィ

ルタ リストには、ブロックするファイル拡張子のリストが含まれます。 ブロック拡張子リ

ストの使用はすべてのプロトコルでサポートされています。

• プロトコル コマンド ブロック リストと許可リスト — サーバーとクライアント間の通信に

使用されるコマンドは、プロトコルによって異なります。 特定のコマンドをブロックまたは

許可することにより、プロトコル コマンド レベルでトラフィックを制御できます。
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ブロックおよび許可コマンド リストは組み合わせて使用することを目的としており、許可リ

ストがブロック リストに対する例外リストの役割を果たします。

注: 許可リストとブロック リストの両方に同じコマンドがある場合、そのコマン

ドは許可されます。

必ずしもすべての有害なファイルやコンポーネントを MIME タイプまたはファイル拡張子によっ

て制御できるとは限らないため、コンテンツ フィルタ モジュールを使用して ActiveX、Java

アプレット、およびその他のタイプのコンテンツをブロックすることもできます。 以下のタイ

プのコンテンツのブロックは HTTP についてのみサポートされています。

• ActiveX のブロック

• Java アプレットのブロック

• クッキーのブロック

• EXE ファイルのブロック

• ZIP ファイルのブロック

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1122ページのコンテンツ フィルタリングのプロトコル サポートについて

• 1125ページのコンテンツ フィルタリングの構成の概要

• 1135ページのコンテンツ フィルタリングの構成の監視

コンテンツ フィルタリングのプロトコル サポート

• コンテンツ フィルタリングのプロトコル サポートについて 1122ページ

• コンテンツ フィルタリングのプロトコルの指定（CLI 手順） 1124ページ

コンテンツ フィルタリングのプロトコル サポートについて

サポートされている各プロトコルは、使用可能なコンテンツ フィルタをさまざまに実装できま

す。 各プロトコルで必ずしもすべてのフィルタリング機能がサポートされるとは限りません。

このトピックには以下のセクションがあります。

• HTTP のサポート 1122ページ

• FTP のサポート 1123ページ

• 電子メールのサポート 1123ページ

HTTP のサポート

HTTP プロトコルは、すべてのコンテンツ フィルタリング機能をサポートします。 HTTP では、

コンテンツ フィルタはゲートウェイにとどまり、HTTP クライアントとサーバー間のすべての

要求と応答をチェックします。
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コンテンツ フィルタリングによって HTTP 要求がドロップされた場合、クライアントは次のよ

うな応答を受け取ります。

<custom drop message/user-configured drop message>.<src_port><dst_ip>:<dst_port>Download

request was dropped due to <reason>

したがって、メッセージは次のようになります。

Juniper Networks Firewall Content Filtering blocked request. 5.5.5.1:80->4.4.4.1:55247

Download request was dropped due to file extension block list

FTP のサポート

FTP プロトコルは、一部のコンテンツ フィルタリング機能をサポートします。 サポートされ

るのは、ブロック拡張子リストとプロトコル コマンド ブロック リストのみです。

コンテンツ フィルタリングによって FTP 要求がブロックされると、次の応答が制御チャネル

を通じて送信されます。

550 <src_ip>:<src_port>-<dst_ip>:<dst_port><custom drop message/user-configured drop

message> for Content Filtering file extension block list.>

したがって、メッセージは次のようになります。

550 5.5.5.1:21->4.4.4.1:45237 Requested action not taken and the request is dropped for

Content Filtering file extension block list

電子メールのサポート

電子メール プロトコル（SMTP、IMAP、POP3）でのコンテンツ フィルタリングのサポートは、

ブロック拡張子リスト、プロトコル コマンド ブロック リスト、および MIME パターン フィ

ルタリングに限定されています。 電子メール プロトコルのサポートが限定されているのは、

以下の理由によります。

• コンテンツ フィルタによってスキャンされる電子メール ヘッダーのレベルは 1 レベルだけ

です。 したがって、再帰的な電子メール ヘッダーや暗号化された添付ファイルはスキャン

されません。

• 電子メール全体が MIME エンコードされている場合、コンテンツ フィルタでスキャンできる

のは MIME タイプについてのみです。

• 電子メールのいずれかのパートがコンテンツ フィルタリングによってブロックされた場合、

元の電子メールはドロップされ、電子メールがブロックされた理由を説明するテキスト ファ

イルに置き換えられます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1121ページのコンテンツ フィルタリングの概要

• 1124ページのコンテンツ フィルタリングのプロトコルの指定（CLI 手順）

• 1125ページのコンテンツ フィルタリングの構成の概要

• 1135ページのコンテンツ フィルタリングの構成の監視
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コンテンツ フィルタリングのプロトコルの指定（CLI 手順）

コンテンツ フィルタリングのプロトコルを構成するには、次の CLI 構成ステートメントを使

用します。

content-filtering {

profile name {

permit-command cmd-list

block-command cmd-list

block-extension file-ext-list

block-mime {

list mime-list

exception ex-mime-list

}

block-content-type {

activex

java-applet

exe

zip

http-cookie

}

notification-options {

type { message }

notify-mail-sender

custom-message msg

}

}

traceoptions {

flag {

all

basic

detail

}

}

}

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1121ページのコンテンツ フィルタリングの概要

• 1125ページのコンテンツ フィルタリングの構成の概要

• 1125ページの例: コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成

• 1128ページの例: コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの構成

• 1131ページの例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの構成

例: コンテンツ フィルタリングの構成

• コンテンツ フィルタリングの構成の概要 1125ページ

• 例: コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成 1125ページ

• 例: コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの構成 1128ページ
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• 例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの構成 1131ページ

• 例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付

け 1132ページ

コンテンツ フィルタリングの構成の概要

コンテンツ セキュリティ フィルタは、MIME タイプ、ファイル拡張子、プロトコル コマンド、

および埋め込みオブジェクト タイプに基づいて特定の種類のトラフィックをブロックまたは許

可する新しい機能です。 コンテンツ フィルタは、設定したフィルタ リストと照合してトラ

フィックをチェックすることにより、ゲートウェイ上のファイル転送を制御します。 コンテン

ツ フィルタリング モジュールによるトラフィックの評価は他のすべての UTM モジュールより

先に行われ、トラフィックがコンテンツ フィルタで設定された基準を満たす場合、コンテンツ

フィルタが最初にこのトラフィックに作用します。 以下の手順は、コンテンツ フィルタの推

奨される構成順序を示します。

1. 目的の機能用の UTM カスタム オブジェクトを構成します。 1125ページの「「例: コンテン

ツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成」」を参照してください。

2. 機能プロファイルを使用して、主要な機能パラメータを構成します。 1128ページの「「例:

コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの構成」」を参照してください。

3. 各プロトコルの UTM ポリシーを構成し、このポリシーをプロファイルに関連付けます。 1131

ページの「「例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの構成」」を参照してくださ

い。

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。 1132ページの「「例: コンテンツ

フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け」」を参照してくだ

さい。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成

この例では、コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトを構成する方法を示します。

• 要件 1125ページ

• 概要 1126ページ

• 構成 1126ページ

• 確認 1127ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. 必要なコンテンツ フィルタのタイプを決定します。 1121ページの「「コンテンツ フィルタ

リングの概要」」を参照してください。

2. コンテンツ フィルタリングのパラメータを構成する順序を理解します。 1125ページの「「コ

ンテンツ フィルタリングの構成の概要」」を参照してください。
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概要

この例では、コンテンツ フィルタリング機能プロファイルの作成に使用するカスタム オブジェ

クトを定義します。 以下のタスクを実行して、カスタム オブジェクトを定義します。

1. ftpprotocom1 と ftpprotocom2 という 2 つのプロトコル コマンド リストを作成し、user、

pass、port、type の各コマンドをリストに追加します。

2. extlist2 というファイル名拡張子リストを作成し、.zip、.js、.vbs の拡張子をリストに

追加します。

3. cfmime1 というブロック MIME リストを定義し、パターンをリストに追加します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm custom-objects protocol-command ftpprotocom1 value [user pass port type]

set security utm custom-objects protocol-command ftpprotocom2 value [user pass port type]

set security utm custom-objects filename-extension extlist2 value [zip js vbs]

set security utm custom-objects mime-pattern cfmime1 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

set security utm custom-objects mime-pattern ex-cfmime1 value

[video/quicktime-inappropriate]

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトを構成するには、以下の手順に従います。

1. 2 つのプロトコル コマンド リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects protocol-command ftpprotocom1

[edit security utm]

user@host# set custom-objects protocol-command ftpprotocom2

2. プロトコル コマンドをリストに追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects protocol-command ftpprotocom1 value [user pass port

type]

[edit security utm]

user@host# set custom-objects protocol-command ftpprotocom2 value [user pass port

type]

3. ファイル名拡張子リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects filename-extension extlist2

4. 拡張子をリストに追加します。

[edit security utm]
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user@host# set custom-objects filename-extension extlist2 value [zip js vbs]

5. ウィルス対策スキャン リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern cfmime1

user@host# set custom-objects mime-pattern ex-cfmime1

6. パターンをリストに追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern cfmime1 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

user@host# set custom-objects mime-pattern ex-cfmime1 value

[video/quicktime-inappropriate]

結果 構成モードで、show security utm コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost#show security utm

custom-objects {

mime-pattern {

cfmime1 {

value [ video/quicktime image/x-portable-anymap x-world/x-vrml ];

}

ex-cfmime1 {

value video/quicktime-inappropriate;

}

}

filename-extension {

extlist2 {

value [ zip js vbs ];

}

}

protocol-command {

ftpprotocom1 {

value [ user pass port type ];

}

}

protocol-command {

ftpprotocom2 {

value [ user pass port type ];

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの確認 1128ページ
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コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの確認

目的 コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトを確認します。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1121ページのコンテンツ フィルタリングの概要

• 1125ページのコンテンツ フィルタリングの構成の概要

• 1128ページの例: コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの構成

• 1131ページの例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの構成

• 1132ページの例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関

連付け

例: コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの構成

この例では、コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルを構成する方法を示します。

• 要件 1128ページ

• 概要 1128ページ

• 構成 1129ページ

• 確認 1131ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. 必要なコンテンツ フィルタのタイプを決定します。 1121ページの「「コンテンツ フィルタ

リングの概要」」を参照してください。

2. カスタム オブジェクトを作成します。 1125ページの「「コンテンツ フィルタリングの構成

の概要」」を参照してください。

概要

この例では、confilter1 という機能プロファイルを構成し、コンテンツのフィルタリングに使

用する以下のカスタム オブジェクトを指定します。

1. ftpprotocom1 プロトコル コマンド リスト カスタム オブジェクトを confilter1 に適用

します。

2. Java アプレット、実行可能ファイル、および HTTP クッキーにブロックを適用します。

3. 拡張子をブロックするため、拡張子リスト extlist2 カスタム オブジェクトを confilter1

に適用します。

4. MIME タイプをブロックするため、MIME パターン リスト カスタム オブジェクトの cfmime1

と ex-cfmime1 を confilter1 に適用します。
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5. プロトコル許可コマンド カスタム オブジェクト ftpprotocom2 を confilter1 に適用しま

す （許可プロトコル コマンド リストは、ブロック プロトコル コマンド リストに対する

例外リストの役割を果たします）。

注: プロトコル コマンド リストは、許可とブロックのどちらも、同じカスタム

オブジェクトを使用して作成されます。

6. 通知を送信するためのカスタム メッセージを構成します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 block-command

ftpprotocom1

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 block-content-type

java-applet exe http-cookie

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 block-extension

extlist2

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 block-mime list

cfmime1 exception ex-cfmime1

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 permit-command

ftpprotocom2

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 notification-options

custom-message “the action is not taken” notify-mail-sender type message

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. コンテンツ フィルタリングのプロファイルを作成します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1

2. プロトコル コマンド リスト カスタム オブジェクトをプロファイルに適用します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 block-command

ftpprotocom1

3. 使用可能なコンテンツにブロックを適用します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 block-content-type

java-applet exe http-cookie

4. 拡張子リスト カスタム オブジェクトをプロファイルに適用します。

[edit security utm]
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user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 block-extension

extlist2

5. パターン リスト カスタム オブジェクトをプロファイルに適用します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 block-mime list

cfmime1 exception ex-cfmime1

6. プロトコル許可コマンド カスタム オブジェクトをプロファイルに適用します

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 permit-command

ftpprotocom2

7. 通知オプションを構成します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1m

notification-options custom-message “the action is not taken” notify-mail-sender

type message

結果 構成モードで、show security utm コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security utm

feature-profile {

content-filtering {

profile contentfilter1;

profile confilter1 {

permit-command ftpprotocom2;

block-command ftpprotocom1;

block-extension extlist2;

block-mime {

list cfmime1;

exception ex-cfmime1;

}

block-content-type {

java-applet;

exe;

http-cookie;

}

notification-options {

type message;

notify-mail-sender;

custom-message " the action is not taken";

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認 1131ページ

コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認

目的 コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルを確認します。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1121ページのコンテンツ フィルタリングの概要

• 1125ページのコンテンツ フィルタリングの構成の概要

• 1125ページの例: コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成

• 1131ページの例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの構成

• 1132ページの例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関

連付け

例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの構成

この例では、コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーを作成して機能プロファイルに関連

付ける方法について説明します。

• 要件 1131ページ

• 概要 1131ページ

• 構成 1132ページ

• 確認 1132ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. 必要なコンテンツ フィルタのタイプを決定します。 1121ページの「「コンテンツ フィルタ

リングの概要」」を参照してください。

2. 各機能の UTM カスタム オブジェクトを構成し、コンテンツ フィルタリングのプロファイ

ルを定義します。 1125ページの「「コンテンツ フィルタリングの構成の概要」」を参照して

ください。

概要

UTM 対応デバイスを通過するネットワーク トラフィックに対して各種 UTM ソリューションを

選択的に実施する UTM ポリシーを構成します。 機能プロファイルを介してカスタム オブジェ

クトをこれらのポリシーに関連付け、特定の種類のトラフィックをブロックするか許可するか

を指定します。
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この例では、utmp4 という UTM ポリシーを構成し、すでに構成されている機能プロファイル

confilter1 をこのポリシーに割り当てます。

構成

ステップごとの手順 コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

utm-policy で異なるプロトコル アプリケーションを構成できます。 以下の例は HTTP のみを

示します。他のプロトコルの例は含まれていません。 以前の例で、FTP 用のカスタム オブジェ

クト（ftpprotocom1 と ftpprotocom2）を構成しました。 FTP 用のコンテンツ フィルタ ポリ

シーを追加します。 例：

set security utm utm-policy utmp4 content-filtering ftp upload-profile confilter1

set security utm utm-policy utmp4 content-filtering ftp download-profile confilter1

1. UTM ポリシーを作成します。

[edit security utm]

user@host# set utm-policy utmp4

2. UTM ポリシーをプロファイルに関連付けます。

[edit security utm]

user@host# set utm-policy utmp4 content-filtering http-profile contentfilter1

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1121ページのコンテンツ フィルタリングの概要

• 1125ページのコンテンツ フィルタリングの構成の概要

• 1125ページの例: コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成

• 1128ページの例: コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの構成

• 1132ページの例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関

連付け

例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け

この例では、セキュリティ ポリシーを作成し、そのセキュリティ ポリシーに UTM ポリシーを

関連付ける方法を示します。

• 要件 1133ページ

• 概要 1133ページ
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• 構成 1133ページ

• 確認 1134ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. UTM カスタム オブジェクトを構成し、コンテンツ フィルタリングのプロファイルを定義し

て、UTM ポリシーを作成します。 1125ページの「「コンテンツ フィルタリングの構成の概

要」」を参照してください。

2. セキュリティ ポリシーを有効にして構成します。 196ページの「「例: すべてのトラフィッ

クを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成」」を参照してください。

概要

コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けることによ

り、あるセキュリティ ゾーンから別のセキュリティ ゾーンに流れるトラフィックをフィルタ

リングできます。

この例では、p4 というセキュリティ ポリシーを作成し、任意のソース アドレスから任意の宛

先アドレスへの HTTP アプリケーションのトラフィックが基準に一致するよう指定します。 さ

らに、utmp4 という UTM ポリシーをセキュリティ ポリシー p4 に関連付けます。 この UTM

ポリシーは、セキュリティ ポリシー p4 で指定された基準に一致するトラフィックに適用され

ます。

構成

CLI 簡単構成 コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーにすばやく関連付けるに

は、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4 match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4 match application

junos-htttp

set security from-zone trust to-zone untrust policy p4 then permit application-services

utm-policy utmp4

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けるには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4

2. ポリシーの一致基準を指定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4]

user@host# set match source-address any
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user@host# set match destination-address any

user@host# set match application junos-http

3. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4]

user@host# set then permit application-services utm-policy utmp4

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy p4 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-http;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy utmp4;

}

}

}

}

}

default-policy {

permit-all;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けの確

認 1134ページ

コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けの確認

目的 コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けを確認しま

す。

アクション 動作モードで、show security policy コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1121ページのコンテンツ フィルタリングの概要

• 1125ページのコンテンツ フィルタリングの構成の概要

• 1125ページの例: コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成
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• 1128ページの例: コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの構成

• 1131ページの例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの構成

コンテンツ フィルタリングの構成の監視

目的 コンテンツ フィルタリングの統計情報を表示します。

アクション CLI でコンテンツ フィルタリングの統計情報を表示するには、user@host > show security utm

content-filtering statistics コマンドを入力します。

コンテンツ フィルタリングの show statistics コマンドを入力すると、以下の情報が表示さ

れます。

Base on command list: # Blocked

Base on mime list: # Blocked

Base on extension list: # Blocked

ActiveX plugin: # Blocked

Java applet: # Blocked

EXE files: # Blocked

ZIP files: # Blocked

HTTP cookie: # Blocked

J-Web を使用してコンテンツ フィルタリングの統計情報を表示するには、以下の手順に従いま

す。

1. [Monitor]（監視）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Content Filtering]（コンテンツ

フィルタリング）の順に選択します。

以下の統計情報が右ペインに表示されます。

Base on command list: # Passed # Blocked

Base on mime list: # Passed # Blocked

Base on extension list: # Passed # Blocked

ActiveX plugin: # Passed # Blocked

Java applet: # Passed # Blocked

EXE files: # Passed # Blocked

ZIP files: # Passed # Blocked

HTTP cookie: # Passed # Blocked

2. [Clear Content filtering statistics]（コンテンツ フィルタリングの統計情報のクリア）

ボタンをクリックして現在表示可能なすべての統計情報をクリアし、新しい統計情報の収集

を開始できます。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1121ページのコンテンツ フィルタリングの概要

• 1122ページのコンテンツ フィルタリングのプロトコル サポートについて

• 1125ページのコンテンツ フィルタリングの構成の概要

• 1132ページの例: コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関

連付け
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第38章

Web フィルタリング

• Web フィルタリングの概要 1137ページ

• 統合型 Web フィルタリング 1138ページ

• 拡張型 Web フィルタリング 1149ページ

• 転送型 Web フィルタリング 1162ページ

• ローカル Web フィルタリング 1170ページ

• Web フィルタリングの構成の監視 1178ページ

Web フィルタリングの概要

Web フィルタリングを使用すると、不適切な Web コンテンツへのアクセスを防ぐことによって

インターネットの使用を管理できます。 Web フィルタリング ソリューションには以下の 3 種

類があります。

• 統合型 Web フィルタリング—統合型 Web フィルタリング ソリューションは、TCP 接続上の

すべての HTTP 要求を代行受信します。 この場合は、ユーザー定義カテゴリまたはカテゴリ

サーバー（Websense が提供する SurfControl Content Portal Authority）によって URL の

カテゴリを特定した後、デバイスでアクションが決定されます。

注: 統合型 Web フィルタリング機能は、別途ライセンスが必要なサブスクリプ

ション サービスです。 Web フィルタリングのライセンス キーが期限切れになる

と、チェックする URL がカテゴリ サーバーに送信されなくなり、ローカルのユー

ザー定義カテゴリのみがチェックされます。

• 転送型 Web フィルタリング—転送型 Web フィルタリング ソリューションは、HTTP 要求を代

行受信し、それらの要求を Websense によって提供される外部 URL フィルタリング サーバー

に送信して、要求をブロックするかどうかを決定します。

注: 転送型 Web フィルタリングにはライセンスは必要ありません。

• ローカル Web フィルタリング—ローカル Web フィルタリング ソリューションは、TCP 接続

上のすべての HTTP 要求を代行受信します。 この場合は、URL がユーザー定義カテゴリに基

づくブラックリストまたはホワイトリストに登録されているかどうかを確認した後、デバイ

スでアクションが決定されます。
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注: ローカル Web フィルタリングにはライセンスもリモート カテゴリ サーバー

も必要ありません。

Web フィルタリング プロファイルとウィルス対策プロファイルの一方または両方をファイア

ウォール ポリシーにバインドできます。 両方がファイアウォール ポリシーにバインドされて

いる場合は、まず Web フィルタリングが適用されてから、ウィルス対策が適用されます。 Web

フィルタリングによって URL がブロックされた場合、その TCP 接続は終了し、ウィルス対策

スキャンは不要になります。 URL が許可された場合は、トランザクションの内容がウィルス対

策スキャン プロセスに渡されます。

UTM Web フィルタリングは HTTPS プロトコルをサポートします。 HTTPS パケットの IP アド

レスを使用して、ブラックリスト、ホワイトリスト、許可、またはブロックの判断を下します。

HTTPS セッションではクリア テキストは使用できないため、ブロック アクションが適用され

るとき、ブロック ページは生成されません。 ただし、セッションは終了し、ブロックされた

HTTPS セッションのクライアントとサーバーにリセットが送信されます。

HTTP 用の UTM Web フィルタリング構成も HTTPS セッションに適用できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

• 1162ページの転送型 Web フィルタリングについて

• 1170ページのローカル Web フィルタリングについて

• 1178ページのWeb フィルタリングの構成の監視

統合型 Web フィルタリング

• 統合型 Web フィルタリングについて 1138ページ

• 例: 統合型 Web フィルタリングの構成 1141ページ

• グローバル SurfControl URL カテゴリの表示 1149ページ

統合型 Web フィルタリングについて

統合型 Web フィルタリングでは、ファイアウォールが TCP 接続上のすべての HTTP 要求を代

行受信し、HTTP 要求から URL を抽出します。 各 HTTP 要求は、ユーザーが定義した URL フィ

ルタリング プロファイルに基づいてブロックまたは許可されます。 適用するアクションは、

デバイスで URL のカテゴリを特定した後に決定されます。

URL カテゴリとは、コンテンツによって分類された URL のリストです。 URL カテゴリは、

SurfControl が事前定義し管理しているものと、ユーザーが定義するものがあります。

SurfControl では約 40 の事前定義カテゴリが管理されています。 独自に URL カテゴリを定

義するときは、URL を分類し、自社のニーズに固有のカテゴリを作成できます。

独自のカテゴリは、URL パターン リストとカスタム URL カテゴリ リストの各カスタム オブ

ジェクトを使用して定義します。 定義したカテゴリは、Web フィルタリング プロファイルを

構成するときに選択できます。 各カテゴリには最大 20 の URL を登録できます。 ユーザーが
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カテゴリを作成するときは、サイトの URL または IP アドレスのどちらかを追加します。 URL

をユーザー定義カテゴリに追加すると、デバイスは DNS ルックアップを実行してホスト名を

IP アドレスに解決し、この情報をキャッシュします。 ユーザーがサイトの IP アドレスを使

用してサイトにアクセスしようとした場合、デバイスはキャッシュされた IP アドレスのリス

トをチェックしてホスト名を解決しようとします。 多くのサイトは動的 IP アドレスを使用し

ており、このようなサイトの IP アドレスは周期的に変わります。 あるサイトにアクセスしよ

うとしているユーザーが、デバイスのキャッシュ リストに存在しない IP アドレスを入力する

可能性があります。 したがって、カテゴリに追加するサイトの IP アドレスがわかっている場

合は、サイトの URL と IP アドレスの両方を入力してください。

注: ユーザー定義カテゴリと事前定義カテゴリの両方に登録されている URL は、

ユーザー定義カテゴリの方に一致します。

注: Web フィルタリングは、HTTP 1.0 および HTTP 1.1 で定義されているすべての

メソッドに対して実行されます。

このトピックには以下のセクションがあります。

• 統合型 Web フィルタリング プロセス 1139ページ

• 統合型 Web フィルタリングのキャッシュ 1140ページ

• 統合型 Web フィルタリングのプロファイル 1140ページ

• プロファイルの一致優先度 1140ページ

統合型 Web フィルタリング プロセス

以下に、Web フィルタリング モジュールが Web トラフィックを代行受信し、適用するアクショ

ンを決定するしくみの概要を示します。

1. デバイスが TCP 接続を代行受信します。

2. デバイスが TCP 接続上の各 HTTP 要求を代行受信します。

3. デバイスが HTTP 要求から各 URL を抽出し、URL フィルタ キャッシュをチェックします。

4. まず、グローバル Web フィルタリングのホワイトリストおよびブラックリストと照合して

URL をブロックするか許可するかが判断されます。

5. HTTP 要求の URL がキャッシュされたパラメータに基づいて許可された場合、その要求は

Web サーバーに転送されます。 キャッシュにヒットしなかった場合、カテゴリ判別の要求

が SurfControl サーバーに送信されます （HTTP 要求の URL がブロックされた場合には、

要求は転送されず、通知メッセージがログに記録されます）。

6. 許可されている場合、SurfControl サーバーは対応するカテゴリを返します。

7. 特定されたカテゴリに基づいて、URL が許可された場合、デバイスは HTTP 要求を Web サー

バーに転送します。 URL が許可されない場合は、拒否ページが HTTP クライアントに送信

されます。
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統合型 Web フィルタリングのキャッシュ

デフォルトでは、デバイスは SurfControl CPA サーバーから取得した URL カテゴリをキャッ

シュします。 これにより、同じ URL に対するアクセス要求が繰り返された場合に毎回

SurfControl CPA サーバーに問い合わせるというオーバーヘッドが軽減されます。 キャッシュ

のサイズと保存期間は、ネットワーク環境のパフォーマンスとメモリ要件に従って構成できま

す。 キャッシュされた項目の有効期間は 1 ～ 1800 秒の間で設定可能で、デフォルト値は 300

秒です。

注: デバイスの再起動時または停電時にはキャッシュは失われます。

統合型 Web フィルタリングのプロファイル

定義したカテゴリに従って URL を許可またはブロックする Web フィルタリング プロファイル

を構成します。 Web フィルタリング プロファイルでは、URL カテゴリのグループごとに以下

のいずれかのアクションを割り当てます。

• Permit — デバイスは常に、このカテゴリに属する Web サイトへのアクセスを許可します。

• Block — デバイスは、このカテゴリに属する Web サイトへのアクセスをブロックします。

デバイスがこのカテゴリの Web サイトへのアクセスをブロックすると、その URL カテゴリ

を示すメッセージがブラウザに表示されます。

• Blacklist — デバイスは常に、このリストに登録されている Web サイトへのアクセスをブ

ロックします。 ユーザー定義カテゴリを作成できます。

• Whitelist — デバイスは常に、このリストに登録されている Web サイトへのアクセスを許可

します。 ユーザー定義カテゴリを作成できます。

注: 事前定義プロファイルが用意されており、独自のプロファイルを定義せずにこ

の事前定義プロファイルを使用することもできます。

Web フィルタリング プロファイルには、1 つのブラックリストまたは 1 つのホワイトリスト、

それぞれに許可またはブロック アクションが設定された複数のユーザー定義カテゴリと事前定

義カテゴリ、および許可またはブロック アクションが設定された Other カテゴリを含めるこ

とができます。 すべての Other カテゴリのアクションをプロファイルで定義して、受信 URL

がプロファイルで定義されたどのカテゴリにも属さない場合の処理を指定できます。 Other カ

テゴリのアクションがブロックの場合、プロファイルで明示的に定義されたどのカテゴリにも

一致しない受信 URL はブロックされます。 Other カテゴリのアクションが指定されていない

場合、どのカテゴリにも一致しない受信 URL にはデフォルトで許可アクションが適用されま

す。

プロファイルの一致優先度

プロファイルで URL 照合に複数のカテゴリが使用されている場合、これらのカテゴリは以下の

順にチェックされます。
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1. 存在する場合、まずグローバル ブラックリストがチェックされます。 一致が見つかった場

合、その URL はブロックされます。 一致が見つからない場合は、次の処理に進みます。

2. 次にグローバル ホワイトリストがチェックされます。 一致が見つかった場合、その URL

は許可されます。 一致が見つからない場合は、次の処理に進みます。

3. 次にユーザー定義カテゴリがチェックされます。 一致が見つかった場合、その URL は指定

されたとおりにブロックまたは許可されます。 一致が見つからない場合は、次の処理に進

みます。

4. 次に事前定義カテゴリがチェックされます。 一致が見つかった場合、その URL は指定され

たとおりにブロックまたは許可されます。 一致が見つからない場合は、次の処理に進みま

す。

5. 次に Other カテゴリがチェックされます。 一致が見つかった場合、その URL は指定され

たとおりにブロックまたは許可されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1137ページのWeb フィルタリングの概要

• 1162ページの転送型 Web フィルタリングについて

• 1170ページのローカル Web フィルタリングについて

• 1141ページの例: 統合型 Web フィルタリングの構成

例: 統合型 Web フィルタリングの構成

この例では、統合型 Web フィルタリングを構成する方法を示します。

• 要件 1141ページ

• 概要 1141ページ

• 構成 1142ページ

• 確認 1148ページ

要件

始める前に、Web フィルタリングについてよく理解します。 1137ページの「「Web フィルタリン

グの概要」」を参照してください。

概要

この例では、統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクト、機能プロファイル、およ

び UTM ポリシーを構成します。 さらに、統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュ

リティ ポリシーに関連付けます。

最初の構成例では、urllist3 というカスタム オブジェクトを作成し、パターン

http://www.juniper.net 1.2.3.4 を含めます。 この urllist3 カスタム オブジェクトをカス

タム URL カテゴリ custurl3 に追加します。

2 番目の構成例では、Web フィルタリングの機能プロファイルを構成します。 URL ブラックリ

スト フィルタリング カテゴリを custblacklist に、ホワイトリスト フィルタリング カテゴ

リを custwhitelist に、Web フィルタリング エンジンのタイプを surf-control-integrated
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に、それぞれ設定します。 Web フィルタリングのキャッシュ サイズ パラメータを 500 KB（デ

フォルト）に設定し、キャッシュ タイムアウト パラメータを 1800 に設定します。

SurfControl サーバーの名前を surfcontrolserver とし、このサーバーと通信するためのポー

ト番号として 8080 を入力します （デフォルト ポートは 80、8080、および 8081 です）。さ

らに、surfprofile1 という surf-control-integrated プロファイル名を作成します。

次に、付属するホワイトリストおよびブラックリスト カテゴリからカテゴリを選択するか、

フィルタリング用に作成したカスタム URL リストを選択して、 フィルタと一致したときに実

行するアクション（permit、log-and-permit、block）を入力します。 これを必要なだけ繰り

返して、ホワイトリストとブラックリスト、およびそれに付随するアクションを編集します。

この例では、custurl3 カテゴリに属する URL をブロックします。

次に、HTTP 要求がブロックされたときに送信するカスタム メッセージを入力します。 この例

では、***access denied*** というメッセージがデバイスから送信されるようにします。 エ

ラーが発生した要求に対するこのプロファイルのデフォルト アクション（permit、

log-and-permit、block）を選択します。 この例では、デフォルト アクションを block に設

定します。 構成した各カテゴリでエラーが発生した場合に備えて、このプロファイルのフォー

ルバック設定（block または log-and-permit）を選択します。 この例では、フォールバック

設定を block に設定します。

最後に、タイムアウト値を秒数で入力します。 この制限に達すると、失敗モード設定が適用さ

れます。 デフォルトは 10 秒で、10 ～ 240 秒の値を入力できます。 この例では、タイムア

ウト値を 10 に設定します。

3 番目の構成例では、utmp5 という UTM ポリシーを作成し、このポリシーをプロファイル

surfprofile1 に関連付けます。

最後の構成例では、UTM ポリシー utmp5 を p5 というセキュリティ ポリシーに関連付けます。

構成

• 統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成 1142ページ

• 統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成 1144ページ

• 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成 1147ページ

• 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け 1147ページ

統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm custom-objects url-pattern urllist3 value http://www.juniper.net

set security utm custom-objects url-pattern urllist3 value 1.2.3.4

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value http://www.untrusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value 13.13.13.13

set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value http://www.trusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value 7.7.7.7

set security utm custom-objects custom-url-category custurl3 value urllist3

set security utm custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack

set security utm custom-objects custom-url-category custwhiltelist value urllistwhite
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警告: 事前定義カテゴリと同じ名前を付けたカスタム カテゴリは、事前定義カテゴ

リよりも優先されません。 カスタム カテゴリの名前を事前定義カテゴリの名前と

同じにしないことを推奨します。

ステップごとの手順 統合型 Web フィルタリングを構成するには、以下の手順に従います。

1. カスタム オブジェクトを作成し、URL パターン リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllist3 value [http://www.juniper.net

1.2.3.4]

2. URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト カスタム オブジェク

トを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl3 value urllist3

3. 信頼できないサイトのリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllistblack value [http://www.untrusted.com

13.13.13.13]

4. 信頼できないサイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト

カスタム オブジェクトを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack

5. 信頼できるサイトのリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllistwhite value [http://www.trusted.com

7.7.7.7]

6. 信頼できるサイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト

カスタム オブジェクトを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custwhitelist value urllistwhite

結果 構成モードで、show security utm custom-objects コマンドを入力して構成を確認します。 出

力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

userhost#show security utm custom-objects

url-pattern {

urllist3 {

value [ http://www.juniper.net ];

}

urllistblack {
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value [ http://www.untrusted.com 13.13.13.13 ];

}

urllistwhite {

value [ http://www.trusted.com 7.7.7.7 ];

}

}

custom-url-category {

custurl3 {

value urllist3;

}

custblacklist {

value urllistblack;

}

custwhiltelist {

value urllistwhite;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile web-filtering url-whitelist custwhitelist

set security utm feature-profile web-filtering url-blacklist custblacklist

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated cache timeout 1800

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated cache size 500

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated server host

surfcontrolserver

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated server port 8080

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

category custurl3 action block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

default block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

custom-block-message "***access denied ***"

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

fallback-settings default block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

fallback-settings server-connectivity block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

fallback-settings timeout block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

fallback-settings too-many-requests block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

timeout 10

set security utm feature-profile content-filtering profile contentfilter1
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. Web フィルタリングの URL ブラック リストを構成します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-blacklist custblacklist

2. Web フィルタリングの URL ホワイト リストを構成します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-whitelist custwhitelist

3. surf-control-integrated Web フィルタリング エンジンを指定し、キャッシュ サイズ

パラメータを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated cache size 500

4. キャッシュ タイムアウト パラメータを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated cache timeout 1800

5. サーバー名または IP アドレスを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated server host surfcontrolserver

6. サーバーと通信するためのポート番号を入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated server port 8080

7. プロファイル名を作成し、付属するホワイトリストおよびブラックリスト カテゴリから

カテゴリを選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 category custurl3 action

block

8. HTTP 要求がブロックされたときに送信するカスタム メッセージを入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 custom-block-message

“***access denied***”

9. エラーが発生した要求に対するこのプロファイルのデフォルト アクション（permit、

log-and-permit、block）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 default block

10. このプロファイルのフォールバック設定（block または log-and-permit）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 fallback-settings default

block
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user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 fallback-settings

server-connectivity block

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 fallback-settings timeout

block

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 fallback-settings

too-many-requests block

11. タイムアウト値を秒数で入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 timeout 10

結果 構成モードで、show security utm feature-profile コマンドを入力して構成を確認します。 出

力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost#show security utm feature-profile

web-filtering {

url-whitelist custwhitelist;

url-blacklist custblacklist;

type juniper-local;

surf-control-integrated {

cache {

timeout 1800;

size 500;

}

server {

host surfcontrolserver;

port 8080;

}

profile surfprofile1 {

category {

custurl3 {

action block;

}

}

default block;

custom-block-message "***access denied ***";

fallback-settings {

default block;

server-connectivity block;

timeout block;

too-many-requests block;

}

timeout 10;

}

}

content-filtering {

profile contentfilter1;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm utm-policy utmp5 web-filtering http-profile surfprofile1

ステップごとの手順 UTM ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. プロファイルを参照する UTM ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# set security utm utm-policy utmp5 web-filtering http-profile surfprofile1

結果 構成モードで、show security utm utm-policy コマンドを入力して構成を確認します。 出力が

意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost#show security utm utm-policy

...

utm-policy utmp5 {

content-filtering {

http-profile contentfilter1;

}

web-filtering {

http-profile surfprofile1;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match application junos-http

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 then permit

application-services utm-policy utmp5

ステップごとの手順 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けるには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ ポリシーを作成して構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application junos-http

2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。
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[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5]

user@host# set then permit application-services utm-policy utmp5

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost#show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy p5 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-http;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy utmp5;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成の確認 1148ページ

• 統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認 1148ページ

• 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成の確認 1148ページ

• 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けの確

認 1149ページ

統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成の確認

目的 統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成を確認します。

アクション 構成モードで、構成の最上位から show security utm custom-objects コマンドを入力します。

統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認

目的 統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成を確認します。

アクション 構成モードで、構成の最上位から show security utm feature-profile コマンドを入力します。

統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成の確認

目的 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成を確認します。
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アクション 構成モードで、構成の最上位から show security utm コマンドを入力します。

統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けの確認

目的 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けを確認しま

す。

アクション 構成モードで、構成の最上位から show security policies コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1137ページのWeb フィルタリングの概要

• 1162ページの転送型 Web フィルタリングについて

• 1170ページのローカル Web フィルタリングについて

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

グローバル SurfControl URL カテゴリの表示

目的 SurfControl が定義して維持管理するグローバル URL カテゴリを表示します。

アクション user@host# show groups junos-defaults CLI コマンドを入力します。 custom-url-category を

確認することもできます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1137ページのWeb フィルタリングの概要

• 1162ページの転送型 Web フィルタリングについて

• 1170ページのローカル Web フィルタリングについて

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

拡張型 Web フィルタリング

• 拡張型 Web フィルタリングの概要 1150ページ

• 拡張型 Web フィルタリングの機能について 1150ページ

• 例: 拡張型 Web フィルタリングの構成 1156ページ
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拡張型 Web フィルタリングの概要

Websense による拡張型 Web フィルタリング（EWF）は、統合された URL フィルタリング ソ

リューションです。 このソリューションをデバイスで有効にすると、HTTP および HTTPS 要求

が代行受信され、HTTP URL または HTTPS ソース IP が Websense ThreatSeeker Cloud（TSC）

に送信されます。 TSC は送信された URL のカテゴリを 95 以上の事前定義カテゴリの中から

特定し、サイトのレピュテーション情報も提供します。 さらに、その URL カテゴリとサイト

のレピュテーション情報をデバイスに返します。 デバイスは TSC から提供された情報に基づ

いて、要求を許可するかブロックするかを決定します。

EWF ソリューションは、既存の SurfControl ソリューションを基盤とする次世代の URL フィ

ルタリング ソリューションと見なすことができます。

拡張型 Web フィルタリングは以下の HTTP メソッドをサポートします。

• GET

• POST

• OPTIONS

• HEAD

• PUT

• DELETE

• TRACE

• CONNECT

関連項目 1137ページのWeb フィルタリングの概要•

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

• 1170ページのローカル Web フィルタリングについて

• 1162ページの転送型 Web フィルタリングについて

• 1150ページの拡張型 Web フィルタリングの機能について

• 1156ページの例: 拡張型 Web フィルタリングの構成

拡張型 Web フィルタリングの機能について

以下に、EWF ソリューションが HTTP または HTTPS トラフィックを代行受信してスキャンし、

適用するアクションを決定するしくみの概要を示します。

• デバイスが TSC への TCP ソケット接続を確立します。

• デバイスが HTTP または HTTPS 接続を代行受信し、各 URL（HTTP 要求の場合）または IP

（HTTPS 要求の場合）を抽出します。

• デバイスは、ユーザーが構成したブラックリストまたはホワイトリストに対象の URL が登録

されているかどうかを確認します。
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• ユーザーが構成したブラックリストに URL が登録されている場合、デバイスはその URL

をブロックします。

• ユーザーが構成したホワイトリストに URL が登録されている場合、デバイスはその URL

を許可します。

• デバイスはユーザー定義カテゴリを検索し、そのカテゴリに対してユーザーが指定したアク

ションに基づいて URL をブロックまたは許可します。

• デバイスは、対象の URL が URL フィルタリング キャッシュに存在するかどうかを確認し、

URL フィルタリング キャッシュに基づいてその要求または応答をブロックします。

• 対象の URL が URL フィルタリング キャッシュに存在しない場合、デバイスは URL を HTTP

形式で TSC に送信してカテゴリの判別を要求します。 デバイスは TSC への使用可能な接続

の 1 つを使用してこの要求を送信します。

• TSC はカテゴリ判別結果とレピュテーション スコアをデバイスに返します。

• デバイスは、特定されたカテゴリに基づいて以下のアクションを実行します。

• URL が許可された場合、デバイスは HTTP 要求を HTTP サーバーに転送します。

• URL がブロックされた場合、デバイスは HTTP クライアントに拒否ページを送信します。

さらに、HTTP サーバーにリセット メッセージを送信して接続を閉じます。

• カテゴリが取得できなかった場合、デバイスはレピュテーション スコアに対して設定され

ているアクションに基づいて URL を許可またはブロックします。

• サイト レピュテーション スコアに対してアクションが設定されていない場合、デバイス

は Web フィルタリング プロファイルで設定されているデフォルト アクションに基づいて

URL を許可またはブロックします。

拡張型 Web フィルタリングの機能要件

• License key—拡張型 Web フィルタリング ソリューションは、デバイスの SurfControl 統合

機能を基盤とします。 SurfControl 統合ソリューションのライセンス キーは、拡張型 Web

フィルタリング ソリューションに対して有効ではありません。 新しいライセンスをインス

トールして拡張型 Web フィルタリング ソリューションにアップグレードする必要がありま

す。 他の UTM 機能と同様に、拡張型 Web フィルタリング機能にもライセンス キーが期限

切れになった後 30 日の猶予期間があります。

注: アップグレード後も SurfControl 統合ソリューションはデバイスで引き続き

サポートされます。

拡張型 Web フィルタリングのライセンス キーが猶予期間を過ぎても更新されない場合、ま

たはライセンス キーがインストールされていない場合には、URL フィルタリングは使用でき

なくなり、HTTP 要求に URL フィルタリングは適用されず、TSC への既存の接続は無効にな

ります。 有効なライセンスをインストールすると、サーバーへの接続が再び確立されます。

• デバッグ コマンドを使用すると、デバイスで使用可能な各 TCP 接続に関する以下の情報が

得られます。

• 処理された要求の数
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• 保留中の要求の数

• エラー（要求のドロップまたはタイムアウト）の数

• TCP connection between a Web client and a Web server—HTTP 接続の識別には App-ID モ

ジュールが使用されます。 拡張型 Web フィルタリング ソリューションでは、デバイスが最

初の SYN パケットを受け取った後に HTTP 接続が識別されます。 HTTP 要求をブロックする

場合、デバイスから Web クライアントにブロック メッセージが送信されます。 さらに、ク

ライアントに対して TCP FIN 要求、サーバーに対して TCP リセット（RST）が送信され、接

続が無効になります。 デバイスからのメッセージはすべて、フロー セッションを通じて送

信されます。 これらのメッセージはサービス チェーン全体に従います。

• HTTP request interception—拡張型 Web フィルタリングは、最初の HTTP 要求をデバイスで

代行受信し、HTTP 1.0 および HTTP 1.1 で定義されたすべてのメソッドに対して URL フィ

ルタリングを実行します。 デバイスは TSC からの応答を待つ間、元の要求を保持します。

HTTP URL の最初のパケットがフラグメント化されていて、デバイスが URL を抽出できない

場合は、グローバル フォールバック設定がセッションに適用され、すべてのパケットが転送

されるか要求がドロップされます。

注: HTTP 1.1 の持続的接続の場合、そのセッションの後続の要求は拡張型 Web

フィルタリング モジュールによって無視されます。

デバイスが元の要求を長時間保持している場合、クライアントは要求を再送信します。 URL

フィルタリング コードはこの再送信パケットを検出します。 元の HTTP 要求がすでに転送

されている場合、この再送信パケットもサーバーに転送されます。 まだ最初のパケットが処

理中の場合、またはセッションがブロックされると予想される場合には、再送信パケットは

ドロップされます。 デバイスが受信した再送信パケットの数はカウンタによって追跡されま

す。

URL 要求ごとに 2 種類のタイムアウトが管理されます。 1 つは各 URL 要求に対応するリア

ルタイム側で管理され、もう 1 つは TSC に接続要求を送信したデバイスで管理されます。

特定の TCP 接続が非アクティブである場合、その保留中のキューに格納されている要求はタ

イムアウトし、ルーティング テーブルによってタイムアウト フォールバックが処理されま

す。

拡張型 Web フィルタリングは HTTPS 要求をサポートしますが、Web フィルタリングには実

際のプレーン テキスト URL ではなく宛先 IP が使用されます。 HTTPS 要求を復号化して

URL を取得することはできません。ただし、IP ヘッダーからソース IP を抽出することは可

能です。 この IP が TSC に渡され、TSC に対応するカテゴリが返されます（可能な場合）。

• Blocking message—Web クライアントに送信するブロック メッセージはユーザーが設定可能

で、以下のタイプがあります。

• Juniper Networks ブロック メッセージ。これはデバイスで定義されているデフォルト

メッセージで、ユーザーが変更できます。 デフォルトのブロック メッセージには、要求

がブロックされた理由とカテゴリ名（カテゴリが原因でブロックされた場合）が含まれま

す。

• syslog メッセージ

たとえば、Enhanced_Search_Engines_and_Portals のアクションをブロックに設定し、

www.google.com にアクセスしようとした場合、ブロック メッセージは次の形式になります。
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Juniper Web Filtering:Juniper Web Filtering has been set to block this site. CATEGORY:

Enhanced_Search_Engines_and_Portals REASON: BY_PRE_DEFINED . ただし、DUT 上の対応す

る syslog メッセージは次のようになります。WEBFILTER_URL_BLOCKED: WebFilter:

ACTION="URL Blocked" 56.56.56.2(59418)->74.125.224.48(80)

CATEGORY="Enhanced_Search_Engines_and_Portals" REASON="by predefined category"

PROFILE="web-ewf" URL=www.google.com OBJ=/ .

• Monitoring the Websense server—URL フィルタリング モジュールは、ソケット接続とハー

トビートの 2 通りの方法によって TSC がアクティブかどうかを判断します。 拡張型 Web

フィルタリングでは、TSC への持続的な TCP ソケットが維持されます。 サーバーは使用可

能な状態にある場合、TCP ACK で応答します。 また、アプリケーション レイヤーの NOOP

キープアライブが TSC に送信されます。 特定の期間内に NOOP キープアライブへの応答が

3 回連続して届かなかった場合、そのソケットは非アクティブであると判断されます。 この

場合、TSC への新しい接続の確立が試行されます。 すべてのソケットが非アクティブである

場合は、TSC が非アクティブであると見なされます。 したがって、エラーが発生します。

エラーは表示されるとともに、ログに記録されます。 後続の要求は、失敗モード設定に従っ

てブロックされるか、通過します。

• HTTP protocol communication with TSC— 拡張型 Web フィルタリングと TSC の通信には

HTTP 1.1 プロトコルが使用されます。 そのため、持続的接続が維持され、同じ接続を通じ

て複数の HTTP 要求が送信されます。 クライアントまたはサーバー通信には 1 つの HTTP

要求または応答が使用されます。 TSC はキューに格納された要求を処理できます。つまり、

最適なパフォーマンスを得るため、非同期の要求または応答メカニズムが使用されます。 要

求は TCP 上で送信されるので、要求または応答を確実に送達するために TCP 再送信が使用

されます。 また、順序の正しい有効な非再送信 HTTP ストリーム データがデバイス上の

HTTP クライアントに確実に送信されます。

• Responses—応答は基本的な HTTP 規約に従います。 正常な応答には 20x 応答コード（通常

は 200）が含まれます。 エラーの応答には 4xx または 5xx コードが含まれます。 4xx 系

列のエラー応答は、カスタム コードにおける問題を示します。 5xx 系列のエラー応答は、

サービスに関する問題を示します。

エラー コードとその意味は以下のとおりです。

• 400–不正な要求

• 403–禁止

• 404–見つからない

• 408–要求がキャンセルされた、または空白応答

• 500–内部サーバー エラー

400 系列のエラーは、要求に関する問題を示します。 500 系列のエラーは、TSC サービスに

関する問題を示します。 これらのエラーは自動的に Websense に通知され、状況に応じて対

処されます。

次のデフォルト フォールバック設定を構成して、このような要求を通過させるかブロックす

るかを指定できます。set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced

profile juniper-enhanced fallback-settings default ?

応答にはサイト カテゴリとサイト レピュテーション情報も含まれます。
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• Categories—カテゴリ リストがデバイス上に存在します。 このリストは、カテゴリ コード、

名前、および親 ID を含むカテゴリで構成されています。 ユーザーがカテゴリを定義するこ

ともできます。 各カテゴリは、URL または IP アドレスのリストで構成されています。 カ

テゴリは Junos OS イメージにコンパイルする必要があるため、動的には更新されず、Junos

OS リリースに結び付けられています。 カテゴリの更新は、Junos OS リリース サイクルと

同期する必要があります。

• Caching—カテゴリが判別された応答はデバイスにキャッシュされます。 カテゴリが判別され

なかった URL はキャッシュされません。 キャッシュのサイズはユーザーが構成できます。

• Safe search (HTTP support only, not HTTPS)—検索エンジンから受け取った URL 上の埋め

込みオブジェクト（画像など）が安全であることを保証し、好ましくないコンテンツがクラ

イアントに返されないようにするため、セーフサーチ ソリューションが使用されます。

カテゴリ情報を得るため、URL が TSC に提供されます。 これが検索 URL の場合は、TSC か

らセーフサーチ文字列も返されます。 たとえば、Google のセーフサーチ文字列は safe=active

です。 このセーフサーチ文字列が URL の末尾に付加され、クライアントのセーフ サーチに

よるクエリーをリダイレクトするためのリダイレクト応答がオンになります。 これにより、

安全でないコンテンツがクライアントに返されなくなります。 検索 URL のカテゴリが見つ

からず、セーフサーチが必要であると TSC が指摘した場合は、セーフ サーチ リダイレクト

を実行できます。

たとえば、クライアントが URL

http://images.google.com/images?hl=en&source=imghp&biw=1183&bih=626&q=adult+movies&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=

への要求を発行したとします。この URL に対するカテゴリ アクションは定義されていませ

ん。 TSC はセーフサーチ文字列の safe=active を返します。 DUT 上の拡張型 Web フィル

タリング コードは、次のリダイレクト URL を含む HTTP 302 応答を生成します。

http://images.google.com/images?hl=en&source=imghp&biw=1183&bih=626&q=adult+movies&gbv=2&aq=f&aqi=&aql=&oq=&gs_rfai=&safe=active。

この応答がクライアントに返されます。 これでクライアントは、この URL への安全なリダ

イレクト要求を送出します。

注: セーフサーチ リダイレクトは HTTP のみをサポートします。 HTTPS では

URL を抽出できません。 したがって、HTTPS 検索 URL のリダイレクト応答を生

成することはできません。 セーフサーチ リダイレクトを無効にするには、CLI

オプションの no-safe-search を使用します。

• Site reputation—TSC はサイト レピュテーション情報を提供します。 これらのレピュテー

ションに基づいて、ブロックまたは許可アクションを選択できます。 対象の URL がホワイ

トリストまたはブラックリストで扱われておらず、ユーザー定義カテゴリまたは事前定義カ

テゴリにも分類されない場合、レピュテーションを使用して URL フィルタリングを実行でき

ます。

レピュテーション スコアは以下のとおりです。

• 100 ～ 90–非常に安全なサイトと見なされます。

• 80 ～ 89–適度に安全なサイトと見なされます。

• 70 ～ 79–まあまあ安全なサイトと見なされます。
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• 60 ～ 69–不審なサイトと見なされます。

• 0 ～ 59–有害なサイトと見なされます。

サイト レピュテーション スコアに基づいてブロックまたは許可された URL については、デ

バイスにログが保持されます。

• Profiles—URL フィルタリング プロファイルはカテゴリのリストとして定義し、各プロファ

イルにアクション タイプ（permit、log-and-permit、block、blacklist、whitelist）を関

連付けます。 独自のプロファイルを定義しないユーザー向けに、事前定義プロファイルの

junos-wf-enhanced-default が用意されています。 blacklist または whitelist アクショ

ン タイプは、登録されているすべての URL または IP アドレスが常にブロックまたは許可

され、オプションでログに記録される、ユーザー定義カテゴリです。 URL フィルタリング

プロファイルごとに 1 つのアクション タイプ（blacklist または whitelist）を構成でき

ます。

また、サイト レピュテーションに基づくアクションをプロファイルで定義して、受信 URL

がプロファイルで定義されたどのカテゴリにも属さない場合のアクションを指定できます。

サイト レピュテーション処理情報を構成しない場合は、デフォルト アクションを定義でき

ます。 定義されたカテゴリに属さない URL、またはプロファイルでレピュテーション アク

ションが定義されていない URL はすべて、プロファイルで明示的に定義されたデフォルト

アクションのブロックまたは許可処理に従って、ブロックされるか、許可されるか、ログに

記録して許可されます。 デフォルト アクションを指定しない場合、これらの URL は許可さ

れます。 検索エンジン要求については、明示的なユーザー定義構成が存在せず、URL 要求に

セーフ サーチ オプションが付いていない場合、リダイレクト応答が生成されてクライアン

トに送信されます。 クライアントはセーフサーチ オプションを有効にした新しい検索要求

を生成します。

注:

URL フィルタリング プロファイルには以下の項目を含めることができます。

• 1 つのブラックリスト

• 1 つのホワイトリスト

• それぞれに許可またはブロック アクションが設定された複数のユーザー定義カ

テゴリと事前定義カテゴリ

• それぞれに許可またはブロック アクションが設定された複数のサイト レピュ

テーション処理カテゴリ

• 許可またはブロック アクションが設定された 1 つのデフォルト アクション

検索順序は次のとおりです。ブラックリスト、ホワイトリスト、ユーザー定義カ

テゴリ、事前定義カテゴリ、セーフサーチ、サイト レピュテーション、デフォル

ト アクション。

関連項目 1137ページのWeb フィルタリングの概要•

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

• 1170ページのローカル Web フィルタリングについて
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• 1162ページの転送型 Web フィルタリングについて

• 1150ページの拡張型 Web フィルタリングの概要

• 1156ページの例: 拡張型 Web フィルタリングの構成

例: 拡張型 Web フィルタリングの構成

• 要件 1156ページ

• 概要 1156ページ

• 構成 1157ページ

• 確認 1162ページ

要件

始める前に、Web フィルタリングと拡張型 Web フィルタリングについてよく理解します。 1137

ページの「「Web フィルタリングの概要」」および1150ページの「「拡張型 Web フィルタリング

の機能について」」を参照してください。

概要

この例では、拡張型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトと機能プロファイルを構成

します。

最初の構成例では、urllist3 というカスタム オブジェクトを作成し、パターン

http://www.juniper.net 1.2.3.4 を含めます。 この urllist3 カスタム オブジェクトをカス

タム URL カテゴリ custurl3 に追加します。

2 番目の構成例では、Web フィルタリングの機能プロファイルを構成します。 URL ブラックリ

スト フィルタリング カテゴリを custblacklist に、ホワイトリスト フィルタリング カテゴ

リを custwhitelist に、Web フィルタリング エンジンのタイプを juniper-enhanced に、そ

れぞれ設定します。 Web フィルタリングのキャッシュ サイズ パラメータを 500 KB に設定

し、キャッシュ タイムアウト パラメータを 1800 に設定します。

拡張型 Web フィルタリング サーバーの名前を rp.cloud.threatseeker.com とし、このサー

バーと通信するためのポート番号として 80 を入力します （デフォルト ポートは 80 です）。

さらに、junos-wf-enhanced-default という拡張型 Web フィルタリング プロファイル名を作

成します。

次に、付属するホワイトリストおよびブラックリスト カテゴリからカテゴリを選択するか、

フィルタリング用に作成したカスタム URL リストを選択して、 フィルタと一致したときに実

行するアクション（permit、log-and-permit、block）を入力します。 これを必要なだけ繰り

返して、ホワイトリストとブラックリスト、およびそれに付随するアクションを編集します。

この例では、Enhanced_Hacking カテゴリに属する URL をブロックします。 また、一致するカ

テゴリが見つからない場合に返される URL のサイト レピュテーションに従って実行するアク

ションを指定します。

次に、HTTP 要求がブロックされたときに送信するカスタム メッセージを入力します。 この例

では、***access denied*** というメッセージがデバイスから送信されるようにします。 明示

的に構成されたアクションに一致しない要求に対するこのプロファイルのデフォルト アクショ

ン（permit、log-and-permit、block）を選択します。 この例では、デフォルト アクションを
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block に設定します。 構成した各カテゴリでエラーが発生した場合に備えて、このプロファイ

ルのフォールバック設定（block または log-and-permit）を選択します。 この例では、フォー

ルバック設定を block に設定します。

最後に、タイムアウト値を秒数で入力します。 この制限に達すると、失敗モード設定が適用さ

れます。 デフォルトは 15 秒で、0 ～ 1800 秒の値を入力できます。 この例では、タイムア

ウト値を 10 に設定します。 また、セーフ サーチ機能を無効にします。 デフォルトでは、検

索要求にセーフサーチ文字列が付加され、すべての検索要求が安全または厳密になるようにリ

ダイレクト応答が送信されます。

構成

• 拡張型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成 1157ページ

• 拡張型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成 1159ページ

拡張型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm custom-objects url-pattern urllist3 value http://www.juniper.net

set security utm custom-objects url-pattern urllist3 value 1.2.3.4

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value http://www.untrusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value 13.13.13.13

set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value http://www.trusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value 7.7.7.7

set security utm custom-objects custom-url-category custurl3 value urllist3

set security utm custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack

set security utm custom-objects custom-url-category custwhiltelist value urllistwhite

警告: 事前定義カテゴリと同じ名前を付けたカスタム カテゴリは、事前定義カテゴ

リよりも優先されません。 カスタム カテゴリの名前を事前定義カテゴリの名前と

同じにしないでください。

ステップごとの手順 統合型 Web フィルタリングを構成するには、以下の手順に従います。

1. カスタム オブジェクトを作成し、URL パターン リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllist3 value [http://www.juniper.net

1.2.3.4]

2. URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト カスタム オブジェク

トを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl3 value urllist3

3. 信頼できないサイトのリストを作成します。

[edit security utm]
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user@host# set custom-objects url-pattern urllistblack value [http://www.untrusted.com

13.13.13.13]

4. 信頼できないサイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト

カスタム オブジェクトを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack

5. 信頼できるサイトのリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllistwhite value [http://www.trusted.com

7.7.7.7]

6. 信頼できるサイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト

カスタム オブジェクトを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custwhitelist value urllistwhite

結果 構成モードで、show security utm custom-objects コマンドを入力して構成を確認します。 出

力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

userhost#show security utm custom-objects

url-pattern {

urllist3 {

value [ http://www.juniper.net ];

}

urllistblack {

value [ http://www.untrusted.com 13.13.13.13 ];

}

urllistwhite {

value [ http://www.trusted.com 7.7.7.7 ];

}

}

custom-url-category {

custurl3 {

value urllist3;

}

custblacklist {

value urllistblack;

}

custwhiltelist {

value urllistwhite;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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拡張型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile web-filtering url-whitelist custwhitelist

set security utm feature-profile web-filtering url-blacklist custblacklist

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced cache size 500

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced cache timeout 1800

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced server host

rp.cloud.threatseeker.com

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced server port 80

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default category Enhanced_Hacking action log-and-permit

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default site-reputation-action very-safe permit

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default site-reputation-action moderately-safe log-and-permit

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default site-reputation-action fairly-safe log-and-permit

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default site-reputation-action harmful block

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default default block

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default custom-block-message "***access denied ***"

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default default block

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default fallback-settings server-connectivity block

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default fallback-settings timeout block

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default fallback-settings too-many-requests block

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default timeout 10

set security utm feature-profile web-filtering juniper-enhanced profile

junos-wf-enhanced-default no-safe-search

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

拡張型 Web フィルタリングの機能プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. Web フィルタリングの URL ブラックリストを構成します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-blacklist custblacklist

2. Web フィルタリングの URL ホワイトリストを構成します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-whitelist custwhitelist
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3. 拡張型 Web フィルタリング エンジンを指定し、キャッシュ サイズ パラメータを設定し

ます。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-enhanced cache size 500

4. キャッシュ タイムアウト パラメータを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-enhanced cache timeout 1800

5. サーバー名または IP アドレスを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-enhanced server host rp.cloud.threatseeker.com

6. サーバーと通信するためのポート番号を入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-enhanced server port 80

7. プロファイル名を作成し、付属するホワイトリストおよびブラックリスト カテゴリから

カテゴリを選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default category

Enhanced_Hacking action log-and-permit

8. 一致するカテゴリが見つからない場合に返される URL のサイト レピュテーションに従っ

て実行するアクションを指定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host#set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default

site-reputation-action very-safe permit

user@host#set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default

site-reputation-action moderately-safe log-and-permit

user@host#set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default

site-reputation-action fairly-safe log-and-permit

user@host#set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default

site-reputation-action harmful block

9. HTTP 要求がブロックされたときに送信するカスタム メッセージを入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default custom-block-message

"***access denied ***"

10. 明示的に構成されたアクション（ブラックリスト、ホワイトリスト、カスタム カテゴリ、

事前定義カテゴリ アクション、サイト レピュテーション アクション）が一致しない場

合に実行する、プロファイルのデフォルト アクション（permit、log-and-permit、block）

を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default default block

11. このプロファイルのフォールバック設定（block または log-and-permit）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default fallback-settings default

block
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user@host# set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default fallback-settings

server-connectivity block

user@host# set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default fallback-settings

timeout block

set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default fallback-settings

too-many-requests block

12. タイムアウト値を秒数で入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default timeout 10

13. セーフサーチ オプションを無効にします。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-enhanced profile junos-wf-enhanced-default no-safe-search

結果 構成モードで、show security utm feature-profile コマンドを入力して構成を確認します。 出

力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security utm feature-profile

web-filtering {

url-whitelist custwhitelist;

url-blacklist custblacklist;

type juniper-enhanced;

traceoptions {

flag enhanced;

}

juniper-enhanced {

cache {

timeout 1800;

size 500;

}

server {

host rp.cloud.threatseeker.com;

port 80;

}

profile junos-wf-enhanced-default {

category {

Enhanced_Hacking {

action log-and-permit;

}

}

site-reputation-action {

very-safe permit;

moderately-safe log-and-permit;

fairly-safe log-and-permit;

harmful block;

}

default block;

custom-block-message "***access denied ***";

fallback-settings {

default block;

server-connectivity block;

timeout block;

too-many-requests block;
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}

timeout 10;

no-safe-search;

}

}

}

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成の確認 1162ページ

• 統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認 1162ページ

統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成の確認

目的 統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成を確認します。

アクション 構成モードで、構成の最上位から show security utm custom-objects コマンドを入力します。

統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認

目的 統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成を確認します。

アクション 構成モードで、構成の最上位から show security utm feature-profile コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1137ページのWeb フィルタリングの概要

• 1162ページの転送型 Web フィルタリングについて

• 1150ページの拡張型 Web フィルタリングの概要

• 1150ページの拡張型 Web フィルタリングの機能について

転送型 Web フィルタリング

• 転送型 Web フィルタリングについて 1162ページ

• 例: 転送型 Web フィルタリングの構成 1163ページ

転送型 Web フィルタリングについて

転送型 Web フィルタリングでは、Web フィルタリング モジュールが HTTP 要求を代行受信し

ます。 そして、要求に含まれる URL が外部 Websense サーバーに送信され、このサーバーが

許可または拒否の決定を下します。 対象の URL へのアクセスが許可された場合は、元の HTTP

要求と後続のすべての要求が目的の HTTP サーバーに送信されます。 対象の URL へのアクセ

スが拒否された場合は、ブロック メッセージがクライアントに送信されます。
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以下に、Web フィルタリング モジュールが Web トラフィックを代行受信して転送し、適用す

るアクションを決定するしくみの概要を示します。

1. Web クライアントが Web サーバーとの TCP 接続を確立します。

2. Web クライアントが HTTP 要求を送信します。

3. デバイスが要求を代行受信し、URL を抽出します。 URL がグローバル Web フィルタリング

ホワイトリストおよびブラックリストと照合されます。 一致が見つからなかった場合は、

Websense サーバー構成パラメータが利用されます。 一致が見つかった場合は、手順 6 に

進みます。

4. チェックする URL が Websense サーバーに送信されます。

5. URL を許可するかブロックするかを示す応答が Websense サーバーから返されます。

6. アクセスが許可された場合は、元の HTTP 要求が Web サーバーに送信されます。 アクセス

が拒否された場合は、デバイスからクライアントにブロック メッセージが送信され、TCP

接続がティアダウンされます。

注: Web フィルタリングは、HTTP 1.0 および HTTP 1.1 で定義されているすべての

メソッドに対して実行されます。 ただし、転送型 Web フィルタリングでは、HTTPS

トラフィックを復号化して URL を取得することはできないため、HTTPS トラフィッ

クはサポートされません。

注: リアルタイム オプションによるアクションの決定の方が精度が高いため、転送

型 Web フィルタリングのキャッシングはサポートされていません。

注: 転送型 Web フィルタリングにはサブスクリプション ライセンスは必要ありま

せん。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1137ページのWeb フィルタリングの概要

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

• 1170ページのローカル Web フィルタリングについて

• 1163ページの例: 転送型 Web フィルタリングの構成

例: 転送型 Web フィルタリングの構成

この例では、転送型 Web フィルタリングを構成する方法を示します。

• 要件 1164ページ

• 概要 1164ページ
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• 構成 1164ページ

• 確認 1169ページ

要件

始める前に、Web フィルタリングについてよく理解します。 1137ページの「「Web フィルタリン

グの概要」」を参照してください。

概要

この例では、転送型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクト、機能プロファイル、およ

び UTM ポリシーを構成します。 さらに、転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュ

リティ ポリシーに関連付けます。

最初の構成例では、urllist4 というカスタム オブジェクトを作成し、パターン

http://www.juniper.net 1.2.3.4 を含めます。 この urllist4 カスタム オブジェクトをカス

タム URL カテゴリ custurl4 に追加します。

2 番目の構成例では、Web フィルタリングの機能プロファイルを構成します。 URL ブラックリ

スト フィルタリング カテゴリを custblacklist に、Web フィルタリング エンジンのタイプ

を Websense-redirect に、それぞれ設定します。

websenseprofile1 という Websense-redirect プロファイル名を作成します。 Websense サー

バーの名前を Websenseserver とし、このサーバーと通信するためのポート番号として 8080

を入力します （デフォルト ポートは 80、8080、および 8081 です）。

構成した各カテゴリでエラーが発生した場合に備えて、このプロファイルのフォールバック設

定（block または log-and-permit）を選択します。 この例では、フォールバック設定を block

に設定します。 クライアントとサーバーの通信に使用するソケットの番号を入力します。 デ

フォルトは 1 です。

最後に、タイムアウト値を秒数で入力します。 この制限に達すると、失敗モード設定が適用さ

れます。 デフォルトは 10 秒で、10 ～ 240 秒の値を入力できます。 この例では、タイムア

ウト値を 10 に設定します。

3 番目の構成例では、utmp6 という UTM ポリシーを作成し、このポリシーをプロファイル

websenseprofile1 に関連付けます。

最後の構成例では、UTM ポリシー utmp6 を p6 というセキュリティ ポリシーに関連付けます。

構成

• 転送型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成 1164ページ

• 転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成 1166ページ

• 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成 1168ページ

• 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け 1168ページ

転送型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。
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set security utm custom-objects url-pattern urllist4 value 1.2.3.4

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value http://www.untrusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value 13.13.13.13

set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value http://www.trusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value 7.7.7.7

set security utm custom-objects custom-url-category custurl4 value urllist4

set security utm custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack

set security utm custom-objects custom-url-category custwhitelist value urllistwhite

ステップごとの手順 転送型 Web フィルタリングを構成するには、以下の手順に従います。

1. カスタム オブジェクトを作成し、URL パターン リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllist4 value [http://www.juniper.net

1.2.3.4]

2. URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト カスタム オブジェク

トを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl4 value urllist4

3. 信頼できないサイトのリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllistblack value [http://www.untrusted.com

13.13.13.13]

4. 信頼できないサイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト

カスタム オブジェクトを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack

5. 信頼できるサイトのリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllistwhite value [http://www.trusted.com

7.7.7.7]

6. 信頼できるサイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト

カスタム オブジェクトを構成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custwhitelist value urllistwhite

結果 構成モードで、show security utm custom-objects コマンドを入力して構成を確認します。 出

力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

userhost#show security utm custom-objects

url-pattern {

urllist4 {

value [ http://www.juniper.net 1.2.3.4 ];

}
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urllistblack {

value [ http://www.untrusted.com 13.13.13.13 ];

}

urllistwhite {

value [ http://www.trusted.com 7.7.7.7 ];

}

}

custom-url-category {

custurl4 {

value urllist4;

}

custblacklist {

value urllistblack;

}

custwhitelist {

value urllistwhite;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile web-filtering url-whitelist custwhitelist

set security utm feature-profile web-filtering url-blacklist custblacklist

set security utm feature-profile web-filtering type juniper-local set security utm

feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1 server host

Websenseserver

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

server port 8080

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

fallback-settings server-connectivity block

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

fallback-settings timeout block

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

fallback-settings too-many-requests block

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

timeout 10

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

sockets 1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. Web フィルタリングの URL ブラック リストを構成します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-blacklist custblacklist

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1166

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/swconfig-cli/swconfig-cli.pdf


2. Web フィルタリングの URL ホワイト リストを構成します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-whitelist custwhitelist

3. Web フィルタリング タイプを指定し、プロファイル名を作成して、サーバー名または IP

アドレスを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 server host Websenseserver

4. サーバーと通信するためのポート番号を入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 server port 8080

5. このプロファイルのフォールバック設定（block または log-and-permit）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 fallback-settings default

block

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 fallback-settings

server-connectivity block

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 fallback-settings timeout

block

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 fallback-settings

too-many-requests block

6. クライアントとサーバーの通信に使用するソケットの番号を入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 sockets 1

7. タイムアウト値を秒数で入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set .websense-redirect profile websenseprofile1 timeout 10

結果 構成モードで、show security utm feature-profile コマンドを入力して構成を確認します。 出

力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost#show security utm feature-profile

web-filtering {

url-whitelist custwhitelist;

url-blacklist custblacklist;

type websense-redirect {

profile websenseprofile1 {

server {

host Websenseserver;

port 8080;

}

fallback-settings {

server-connectivity block;

timeout block;

too-many-requests block;

}

timeout 10;

sockets 1;
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}

}

}

content-filtering {

profile contentfilter1;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm utm-policy utmp6 web-filtering http-profile websenseprofile1

ステップごとの手順 UTM ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. プロファイルを参照する UTM ポリシーを作成します。

[edit security utm]

user@host# set utm-policy utmp6 web-filtering http-profile websenseprofile1

結果 構成モードで、show security utm コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

userhost#show security utm

utm-policy utmp6 {

web-filtering {

http-profile websenseprofile1;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6 match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6 match application junos-http

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6 then permit

application-services utm-policy utmp6
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ステップごとの手順 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けるには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ ポリシーを作成して構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application junos-http

2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6]

user@host# set then permit application-services utm-policy utmp6

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost#show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy p6 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-http;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy utmp6;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 転送型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成の確認 1169ページ

• 転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認 1170ページ

• 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成の確認 1170ページ

• 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けの確

認 1170ページ

転送型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成の確認

目的 転送型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成を確認します。

アクション 構成モードで、構成の最上位から show security utm custom-objects コマンドを入力します。
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転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認

目的 転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルの構成を確認します。

アクション 構成モードで、構成の最上位から show security utm feature-profile コマンドを入力します。

転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成の確認

目的 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成を確認します。

アクション 構成モードで、構成の最上位から show security utm コマンドを入力します。

転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けの確認

目的 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けを確認しま

す。

アクション 構成モードで、構成の最上位から show security policies コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1137ページのWeb フィルタリングの概要

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

• 1170ページのローカル Web フィルタリングについて

ローカル Web フィルタリング

• ローカル Web フィルタリングについて 1170ページ

• 例: ローカル Web フィルタリングの構成 1172ページ

ローカル Web フィルタリングについて

ローカル Web フィルタリングでは、ファイアウォールが TCP 接続上のすべての HTTP 要求を

代行受信し、URL を抽出します。 この URL がユーザー定義カテゴリに基づくブラックリスト

またはホワイトリストに登録されているかどうかを確認した後、デバイスでアクションが決定

されます。 対象の URL が URL ブラックリストに登録されている場合は、要求がブロックされ

ます。URL ホワイトリストに登録されている場合は、要求が許可されます。 対象の URL がど

ちらのリストにも登録されていない場合は、定義されたデフォルト アクションが実行されます

（block、log-and-permit、permit）。 Web フィルタリング プロファイルをファイアウォール

ポリシーにバインドすることにより、要求されたサイトへのアクセスを許可またはブロックで

きます。 ローカル Web フィルタリングは、追加のライセンスや外部カテゴリ サーバーを必要

としない基本的な Web フィルタリングを提供します。

このトピックには以下のセクションがあります。

• ユーザー定義 URL カテゴリ 1171ページ

• ローカル Web フィルタリング プロセス 1171ページ
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• ローカル Web フィルタリングのプロファイル 1171ページ

• プロファイルの一致優先度 1172ページ

ユーザー定義 URL カテゴリ

独自に URL カテゴリを定義するときは、URL を分類し、自社のニーズに固有のカテゴリを作成

できます。 各カテゴリには最大 20 の URL を登録できます。 ユーザーがカテゴリを作成する

ときは、サイトの URL または IP アドレスのどちらかを追加します。 URL をユーザー定義カ

テゴリに追加すると、デバイスは DNS ルックアップを実行してホスト名を IP アドレスに解決

し、この情報をキャッシュします。 ユーザーがサイトの IP アドレスを使用してサイトにアク

セスしようとした場合、デバイスはキャッシュされた IP アドレスのリストをチェックしてホ

スト名を解決しようとします。 多くのサイトは動的 IP アドレスを使用しており、このような

サイトの IP アドレスは周期的に変わります。 あるサイトにアクセスしようとしているユー

ザーが、デバイスのキャッシュ リストに存在しない IP アドレスを入力する可能性がありま

す。 したがって、カテゴリに追加するサイトの IP アドレスがわかっている場合は、サイトの

URL と IP アドレスの両方を入力してください。

独自のカテゴリは、URL パターン リストとカスタム URL カテゴリ リストの各カスタム オブ

ジェクトを使用して定義します。 カテゴリを定義した後、それらをグローバルなユーザー定義

URL ブラックリスト（ブロック）または URL ホワイトリスト（許可）カテゴリに割り当てま

す。

注: Web フィルタリングは、HTTP 1.0 および HTTP 1.1 で定義されているすべての

メソッドに対して実行されます。

ローカル Web フィルタリング プロセス

以下に、Web フィルタリング モジュールが Web トラフィックを代行受信し、適用するアクショ

ンを決定するしくみの概要を示します。

1. デバイスが TCP 接続を代行受信します。

2. デバイスが TCP 接続上の各 HTTP 要求を代行受信します。

3. デバイスが HTTP 要求から各 URL を抽出し、その URL をユーザー定義ホワイトリストおよ

びブラックリストと照合します。

4. URL がブラックリストに見つかった場合、要求は許可されず、拒否ページが HTTP クライア

ントに送信されます。 URL がホワイトリストに見つかった場合、要求は許可されます。

5. URL がホワイトリストにもブラックリストにも見つからない場合は、構成されたデフォルト

フォールバック アクションが適用されます。 フォールバック アクションが定義されてい

ない場合、要求は許可されます。

ローカル Web フィルタリングのプロファイル

定義したカスタム カテゴリに従って URL を許可またはブロックする Web フィルタリング プ

ロファイルを構成します。 Web フィルタリング プロファイルでは、URL カテゴリのグループ

ごとに以下のいずれかのアクションを割り当てます。
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• Blacklist — デバイスは常に、このリストに登録されている Web サイトへのアクセスをブ

ロックします。 ローカル Web フィルタリングでは、ユーザー定義カテゴリのみが使用され

ます。

• Whitelist — デバイスは常に、このリストに登録されている Web サイトへのアクセスを許可

します。 ローカル Web フィルタリングでは、ユーザー定義カテゴリのみが使用されます。

Web フィルタリング プロファイルには、1 つのブラックリストまたは 1 つのホワイトリスト

と、それぞれに許可またはブロック アクションが設定された複数のユーザー定義カテゴリを含

めることができます。 受信 URL がプロファイルで定義されたどのカテゴリにも属さない場合

に実行するデフォルト フォールバック アクションを定義できます。 デフォルト カテゴリの

アクションがブロックの場合、プロファイルで明示的に定義されたどのカテゴリにも一致しな

い受信 URL はブロックされます。 デフォルト カテゴリのアクションが指定されていない場

合、どのカテゴリにも一致しない受信 URL にはデフォルトで許可アクションが適用されます。

プロファイルの一致優先度

プロファイルで URL 照合に複数のカテゴリが使用されている場合、これらのカテゴリは以下の

順にチェックされます。

1. 存在する場合、まずグローバル ブラックリストがチェックされます。 一致が見つかった場

合、その URL はブロックされます。 一致が見つからない場合は、次の処理に進みます。

2. 次にグローバル ホワイトリストがチェックされます。 一致が見つかった場合、その URL

は許可されます。 一致が見つからない場合は、次の処理に進みます。

3. 次にユーザー定義カテゴリがチェックされます。 一致が見つかった場合、その URL は指定

されたとおりにブロックまたは許可されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1137ページのWeb フィルタリングの概要

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

• 1162ページの転送型 Web フィルタリングについて

• 1172ページの例: ローカル Web フィルタリングの構成

例: ローカル Web フィルタリングの構成

この例では、ローカル Web フィルタリングを構成する方法を示します。

• 要件 1172ページ

• 概要 1173ページ

• 構成 1173ページ

• 確認 1177ページ

要件

始める前に、Web フィルタリングについてよく理解します。 1137ページの「「Web フィルタリン

グの概要」」を参照してください。
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概要

この例では、ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクト、機能プロファイル、お

よび UTM ポリシーを構成します。 さらに、ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーを

セキュリティ ポリシーに関連付けます。

最初の構成例では、urllist5 および urllist6 というカスタム オブジェクトを作成し、それ

ぞれにパターン http://www.juniper.net 1.2.3.4 と http://www.acmegizmo.com 1.2.3.4 を

含めます。 これらの urllist5 および urllist6 カスタム オブジェクトをカスタム URL カテ

ゴリ custurl5 と custurl6 に追加します。

2 番目の構成例では、Web フィルタリングの機能プロファイルを構成します。 URL ブラックリ

スト フィルタリング カテゴリを custurl5 に、URL ホワイトリスト フィルタリング カテゴ

リを custurl6 に、それぞれ設定します。 Web フィルタリング エンジンのタイプを

juniper-local に設定します。

次に、localprofile1 という juniper-local プロファイル名を作成します。 エラーが発生し

た要求に対するこのプロファイルのデフォルト アクション（permit、log-and-permit、block）

を選択します。 この例では、デフォルト アクションを permit に設定します。

次に、HTTP 要求がブロックされたときに送信するカスタム メッセージを入力します。 この例

では、***Access to this site is not permitted*** というメッセージがデバイスから送信さ

れるようにします。 構成した各カテゴリでエラーが発生した場合に備えて、このプロファイル

のフォールバック設定（block または log-and-permit）を選択します。 この例では、フォー

ルバック設定を block に設定します。

3 番目の構成例では、utmp5 という UTM ポリシーを作成し、このポリシーをプロファイル

localprofile1 に関連付けます。

最後の構成例では、UTM ポリシー utmp5 を p5 というセキュリティ ポリシーに関連付けます。

構成

• ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成 1173ページ

• ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルの構成 1174ページ

• ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成 1176ページ

• ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け 1176ページ

ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm custom-objects url-pattern urllist5 value http://www.juniper.net

set security utm custom-objects url-pattern urllist5 value 1.2.3.4

set security utm custom-objects url-pattern urllist6 value http://www.acmegizmo.com

set security utm custom-objects url-pattern urllist6 value 1.2.3.4

set security utm custom-objects custom-url-category custurl5 value urllist5

set security utm custom-objects custom-url-category custurl6 value urllist6
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ステップごとの手順 CLI を使用してローカル Web フィルタリングを構成するには、以下の手順に従います。

1. カスタム オブジェクトと URL パターン リストを作成します。

[edit]

user@host# set security utm custom-objects url-pattern urllist5 value

[http://www.juniper.net 1.2.3.4]

user@host# set security utm custom-objects url-pattern urllist6 value

[http://www.acmegizmo.com 1.2.3.4]

2. URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リスト カスタム オブジェク

トを構成します。

[edit]

user@host# set security utm custom-objects custom-url-category custurl5 value urllist5

user@host# set security utm custom-objects custom-url-category custurl6 value urllist6

結果 構成モードで、show security utm custom-objects コマンドを入力して構成を確認します。 出

力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost#show security utm custom-objects

url-pattern {

urllist5 {

value [ http://www.juniper.net 1.2.3.4 ];

}

urllist6 {

value [ http://www.acmegizmo.com 1.2.3.4 ];

}

}

custom-url-category {

custurl5 {

value urllist5;

}

custurl6 {

value urllist6;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security utm feature-profile web-filtering url-whitelist custurl4

set security utm feature-profile web-filtering url-blacklist custurl4

set security utm feature-profile web-filtering type juniper-local

set security utm feature-profile web-filtering juniper-local profile localprofile1 default

permit

set security utm feature-profile web-filtering juniper-local profile localprofile1

custom-block-message "Access to this site is not permitted."

set security utm feature-profile web-filtering juniper-local profile localprofile1

fallback-settings default block
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set security utm feature-profile web-filtering juniper-local profile localprofile1

fallback-settings too-many-requests block

set security utm feature-profile content-filtering profile contentfilter1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. Web フィルタリングの機能プロファイルを構成します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-blacklist custurl3

user@host# set url-blacklist custurl4

2. Web フィルタリング エンジンを選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set type juniper-local

3. エラーが発生した要求に対するこのプロファイルのデフォルト アクション（permit、

log-and-permit、block）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper–local profile localprofile1 default permit

4. HTTP 要求がブロックされたときに送信するカスタム メッセージを入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-local profile localprofile1 custom-block-message “Access to

this site is not permitted”

5. このプロファイルのフォールバック設定（block または log-and-permit）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper–local profile localprofile1 fallback-settings default block

set security utm feature-profile web-filtering juniper–local profile localprofile1

fallback-settings too-many-requests block

結果 構成モードで、show security utm feature-profile コマンドを入力して構成を確認します。 出

力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost#show security utm feature-profile

web-filtering {

url-whitelist custurl4;

url-blacklist custurl4;

type juniper-local;

juniper-local {

profile localprofile1 {

default permit;

custom-block-message "Access to this site is not permitted.";

fallback-settings {

default block;

too-many-requests block;

}

}
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}

}

content-filtering {

profile contentfilter1;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

et security utm utm-policy utmp5 web-filtering http-profile localprofile1

ステップごとの手順 UTM ポリシーを構成するには、以下の手順に従います。

1. プロファイルを参照する UTM ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# set security utm utm-policy utmp5 web-filtering http-profile localprofile1

結果 構成モードで、show security utm コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

userhost#show security utm

utm-policy utmp5 {

web-filtering {

http-profile localprofile1;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付け

CLI 簡単構成 この例のセクションをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完

成したコマンドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match application junos-http

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 then permit

application-services utm-policy utmp5

ステップごとの手順 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けるには、以下の手順に従います。

1. セキュリティ ポリシーを作成して構成します。
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[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application junos-http

2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに関連付けます。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5]

user@host# set then permit application-services utm-policy utmp5

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

userhost#show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy p5 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-http;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy utmp5;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成の確認 1177ページ

• ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認 1177ページ

• ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成の確認 1178ページ

• ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けの確

認 1178ページ

ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成の確認

目的 ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの構成を確認します。

アクション 動作モードで、show security utm custom-objects コマンドを入力します。

ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルの構成の確認

目的 ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルの構成を確認します。
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アクション 動作モードで、show security utm feature-profile コマンドを入力します。

ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成の確認

目的 ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーの構成を確認します。

アクション 動作モードで、show security utm コマンドを入力します。

ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けの確認

目的 ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーのセキュリティ ポリシーへの関連付けを確認し

ます。

アクション 動作モードで、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

• 1170ページのローカル Web フィルタリングについて

• 1178ページのWeb フィルタリングの構成の監視

Web フィルタリングの構成の監視

目的 Web フィルタリングの統計情報を表示します。

アクション CLI を使用して Web フィルタリングの統計情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

user@host> show security utm web-filtering status

user@host> show security utm web-filtering statistics

J-Web を使用して Web フィルタリングの統計情報を表示するには、以下の手順に従います。

1. [Monitor]（監視）>[Security]（セキュリティ）>[UTM]>[Web Filtering]（Web フィルタリ

ング）の順に選択します。

以下の情報が右ペインに表示されます。

Total Requests: #

White List Hit: #

Black List Hit: #

Queries to Server: #

Server Reply Permit: #

Server Reply Block: #

Custom Category Permit: #

Custom Category Block: #

Cache Hit Permit: #

Cache Hit Block: #

Web Filtering Session Total: #

Web Ffiltering Session Inuse: #

Fall Back: Log-and-Permit Block

Default # #

Timeout # #
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Server-Connectivity # #

Too-Many-Requests # #

2. [Clear Web Filtering Statistics]（Web フィルタリングの統計情報のクリア）ボタンをク

リックして現在表示可能なすべての統計情報をクリアし、新しい統計情報の収集を開始でき

ます。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1137ページのWeb フィルタリングの概要

• 1138ページの統合型 Web フィルタリングについて

• 1172ページの例: ローカル Web フィルタリングの構成

1179Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第38章: Web フィルタリング

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1180

Junos OS セキュリティ構成ガイド



第39章

シャーシ クラスタでの統合型脅威管理サ
ポート

統合型脅威管理（UTM）では、パケット転送エンジンが両方のクラスタ ノード上で動作可能な

場合、パケット転送エンジンのアクティブ/バックアップ およびアクティブ/アクティブ シャー

シ クラスタ シナリオがサポートされています（Branch SRX デバイスのみ）。 アクティブ/ア

クティブ構成では、パケット転送エンジンおよびルーティング エンジン（RE）は UTM 機能と

同じノード上でアクティブにされる必要があります。

• アクティブ/アクティブ シャーシ クラスタに対する UTM サポートについて 1181ページ

• UTM モジュールに対するシャーシ クラスタ サポートについて 1184ページ

アクティブ/アクティブ シャーシ クラスタに対する UTM サポートについて

シャーシ クラスタ環境では、以下の場合に UTM がサポートされます。

• パケット転送エンジンとルーティング エンジンが同じノード上でアクティブである、アク

ティブ/バックアップ シャーシ クラスタ構成のパケット転送エンジン（SRX シリーズ デバ

イス）。

• SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、および SRX650 デバイスでは、アクティブ/アクティブお

よびアクティブ/バックアップ シャーシ クラスタ構成のどちらでも UTM 機能はサポートさ

れています。ただし、パケット転送エンジンを両方のクラスタ ノード上でアクティブにで

き、ルーティング エンジンとパケット転送エンジンを別のノード上でアクティブにできる場

合に限ります。

注: シャーシ クラスタ内の UTM には、個別のライセンスは不要です。 UTM 機能に

必要な通常の UTM ライセンスが必要です。 ライセンスは、両方のノードで利用可

能である必要があります。

UTM では、ステートレス（クラスタ ノード間で UTM の状態が非同期）なアクティブ/アクティ

ブ シャーシ クラスタ構成のパケット転送エンジンがサポートされています。 フェール オー

バーしている冗長グループ内のすべての UTM セッションは中止され、新しいプライマリ 冗長

グループとして設定されます。

ステートフル アクティブ/アクティブ クラスタ モードはサポートされていません。 UTM セッ

ションなどのステートフル オブジェクトは同期化されません。すなわち、UTM モジュール ラ
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ンタイム オブジェクト（RTO）は、クラスタ ノード間で非同期です。 UTM ライセンスは、両

方のノードに個別にインストールする必要があります。

UTM は、以下のシャーシ クラスタ モードでサポートされています。

• Active/active mode— このモードでは、冗長グループを両方のクラスタ ノードでアクティブ

にできます。 トランジット トラフィックは、両方のノードで処理可能です。 ノード間のす

べてのトラフィックは、ファブリック リンクを経由して転送されます。

トランジット トラフィックには、以下のようなものがあります。

• 冗長グループ 1 以上にある、ノードをまたがったインターフェース間で転送されるトラ

フィック

• 冗長グループ 1 以上にある、同じノードに含まれるインターフェース間で転送されるトラ

フィック。ただしインターフェースは、1 つ以上の冗長グループにおいて両ノード上でア

クティブである。

• 冗長グループ 0（RG0）によって制御されているインターフェース間でデバイスをまたがっ

て転送されるトラフィック（ルーティング決定のため、セカンダリ RG0 からのトラフィッ

クはファブリック リンクを経由してプライマリ RG0 に送信される）

• Active/backup mode— このモードでは、すべての冗長グループは 1 つのクラスタ ノードで

アクティブです。 すべてのトランジット トラフィックは、1 つのノードで処理されます。

トランジット トラフィックには、以下のようなものがあります。

• 冗長グループ 1 以上にある、同じノードに含まれるインターフェース間で転送されるトラ

フィック

• 冗長グループ 1 以上にある、同じノードに含まれ、RG0 によって制御されているインター

フェース間で転送されるトラフィック

UTM は、以下のシャーシ クラスタ フェールオーバ タイプでサポートされています。

• Manual failover— 手動フェールオーバーは、set chassis cluster failover コマンドでサポー

トしています。 このコマンドを使用して、RG0 および冗長グループ 1 以上をフェールオー

バーすることができます。

• RG0 automatic failover— このフェールオーバーは、コントロール リンク障害、監視オブ

ジェクト（IP アドレス、インターフェース監視）、または優先使用/優先度の構成によって

サポートされています。

• Redundancy groups 1 and up automatic failover— このフェールオーバーは、監視オブジェ

クト（IP アドレス、インターフェース監視）または優先使用/優先度の構成によってサポー

トされています。 このフェールオーバーによってアクティブ リンクが変わり、アクティブ/

アクティブ モードになる場合があります。

• Failover through reboot— ノードの再起動により、プライマリ ノードがセカンダリ ノード

に変わる場合があります。 再起動されたノードに含まれるすべての冗長グループは、プライ

マリ ノードになることはできません。

• Failover through flowd restart— flowd が再起動されると、冗長グループ 1 以上はセカン

ダリ ノードに変わります。
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以下の UTM 機能は、シャーシ クラスタでサポートされています。

• コンテンツ フィルタリング

• URL （Web）フィルタリング

• アンチスパム フィルタリング

• エクスプレス ウィルス対策スキャン

• 完全ファイル ベース ウィルス対策スキャン

注: アクティブ/アクティブ シャーシ クラスタ 実装の一部として、Sophos ウィル

ス対策スキャンはサポートされていません。

すべての UTM 構成は、ルーティング エンジンで維持するか、ルーティング エンジンからパ

ケット転送エンジンにプッシュすることも可能です。 2 つのノード間の構成同期化は、シャー

シ クラスタ インフラストラクチャ によって行われます。 これは、すべての UTM モジュール

に対しても同様です。 UTM は、プライマリ ノードまたはセカンダリ ノードのいずれからも構

成可能できます。最初の構成をコミットすると、もう一方のノードに同じ構成が反映されます。

コントロール リンク上のアクセス制御リスト（ACL）サポートには依存関係があります。 処理

の生成に必要な時間は、デバイスによって異なります。 統合型脅威管理デーモン（utmd）は、

たとえセカンダリ ルーティング エンジン上で動作中であっても、動作可能になるまでに少し

遅延があります。なぜなら、すべての従属デーモンには起動遅延があるためです。

Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

関連項目 1333ページのシャーシ クラスタの概要•

• 1335ページのシャーシ クラスタの形成について

• 1336ページのシャーシ クラスタの冗長グループについて

• 1359ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 985ページの統合型脅威管理サポートの概要

• 1184ページのUTM モジュールに対するシャーシ クラスタ サポートについて
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UTM モジュールに対するシャーシ クラスタ サポートについて

• Content filtering— コンテンツ フィルタリングでは、MIME タイプ、ファイル拡張子、およ

びプロトコル コマンドに基づいて、特定タイプのトラフィックをブロックまたは許可しま

す。 コンテンツ フィルタは、設定したフィルタ リストと照合してトラフィックをチェック

することにより、ゲートウェイ上のファイル転送を制御します。

コンテンツ フィルタリングでは、ユーザー設定

（mime-pattern/filename-extension/protocol-command/content-type）はルーティング エ

ンジンからパケット転送エンジン リアルタイム（PFE-RT）サイドからプッシュされます。

フィルタリングは、ユーザー設定に完全に基づいて決定され、パケット転送エンジン リアル

タイム（PFE-RT）サイドで行われます。 トランジット トラフィックに対しては、設定ルッ

クアップ（ブロック/許可の決定）およびすべての UTM 処理がパケット転送エンジン自体で

発生し、ルーティング エンジンに転送されることはありません（パケット転送エンジン内に

ある完全な UTM セッション）。

• URL (Web) filtering— Web フィルタリング ルックアップはプライマリ ルーティング エン

ジンで行われ、ルックアップ要求は両方のパケット転送エンジンからプライマリ ルーティン

グ エンジンに送信されます。

SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、およびSRX650 デバイスでサポートされる 4 種類の Web

フィルタリング メカニズムについては、「1184ページの表128」で説明しています。

表128: シャーシ クラスタ サポートの Web フィルタリング メカニズム

説明Web フィルタリング タイプ

• 決定（許可/拒否）は常に外部 Websense サーバーによって行われます。

• TCP 接続は utmd デーモンが Websense サーバーに設定します。

• Websense サーバーへの要求は、これらの TCP 接続の 1 つを使用して送信されます。

転送型 Web フィルタリング

• RT サイドに保存されているローカル URL フィルタリングのキャッシュは、 URL ルックアップ要求

を受信した SurfControl Content Portal Authority（SC-CPA）サーバーから取得した URL のカテ

ゴリ マッピングで更新されます。

• RT サイドもまた、SC-CPA サーバーから受信したカテゴリ リストを維持しています。

• SC-CPA サーバーから受信したさまざまなカテゴリに対してアクションを設定できます。 この設定

は RT サイドで維持されます。

• URL および IP アドレスのリストを含む、.ユーザー独自のカテゴリを定義できます。 また、事前

定義のプロファイル（ns-profile）を使用することも可能です。 この設定もまた、RT サイドで維

持されます。

• URL ルックアップは、URL フィルタリング キャッシュおよびユーザー定義カテゴリに対して行われ

ます。

• ローカル URL フィルタリング キャッシュに URL カテゴリがない場合は、カテゴリ化の要求が utmd

デーモンに送信され、その後応答を求めて外部 SC-CPA サーバーに転送されます。

統合型 Web フィルタリング

拡張型 Web フィルタリングは統合型 Web フィルタリングに類似しています。 URL フィルタリング

キャッシュ、サーバーから取得したカテゴリ リスト、およびユーザー定義のカテゴリ リストが維持さ

れます。 このフィルタリングでは、統合型 Web フィルタリングと類似したルックアップおよびカテゴ

リ化が行われます。 メカニズムはよく似ていますが、URL カテゴリを定義するサーバーの機能が異な

ります。

拡張型 Web フィルタリング

URL ルックアップ用に URL ホワイトリストまたはブラックリストを設定できます。 この設定は、パ

ケット転送エンジンのリアルタイム サイドで維持されます。

Juniper ローカル URL フィル

タリング
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• Antispam filtering— アンチスパム フィルタリングでは、ユーザー設定（ホワイトリストお

よびブラックリスト）がルーティング エンジンから PFE-RT にプッシュされます。

• Express antivirus scanning— エクスプレス ウィルス対策スキャンでは、パケット転送エン

ジンの UTM トラフィックを持つノードにある、パターン マッチング エンジン（PME）によっ

てウィルス対策および検出機能が実行されます。 署名データベースはプライマリ ルーティ

ング エンジンによってダウンロードされ、ローカル PME にロードされるセカンダリ ルー

ティング エンジンに同期されます。 設定した場合、プライマリ ルーティング エンジンに

よって署名データベースは定期的に更新され、セカンダリ ルーティング エンジンに同期さ

れます。

• Full file-based antivirus scanning— 完全ウィルス対策スキャンでは、Kaspersky Lab エ

ンジンが受信したすべてのデータをスキャンします。 署名データベースは外部 Kaspersky

Lab サーバーからダウンロードされ、ルーティング エンジンのスキャン エンジンによって

使用されます。 完全ウィルス対策（AV）スキャンは、UTM トラフィックがある各ノードの

ルーティング エンジンによって実行されます。 署名データベース ファイルはプライマリ

ルーティング エンジンによってダウンロードされ、セカンダリ ルーティング エンジンに同

期されます。 設定した場合、プライマリ ルーティング エンジンによって署名データベース

は定期的に更新され、セカンダリ ルーティング エンジンに同期されます。

署名データベース ルックアップは別として、完全ウィルス対策スキャンでは RT サイドで維

持されている以下の構成を使用して、完全ウィルス対策スキャンを実行する必要があるかど

うかを判断します。

• Mime ホワイトリスト — 該当した場合は、ウィルス対策スキャンをバイパスします

• Mime 例外リスト — ホワイトリストの例外

• URL ホワイトリスト — 該当した場合は、ウィルス対策スキャンをバイパスします

• ファイル拡張子 — 定義された拡張子のみがウィルス対策スキャンに送信されます

ユーザー設定リストの結果に基づいて、RT サイド内で完全ウィルス対策スキャン中にパケッ

ト処理が発生する場合があります。 あるいは、完全ウィルス対策スキャンを実行する必要が

ある場合、UTM セッションは RT サイドと RE サイドにまたがります。

Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

関連項目 • シャーシ クラスタの概要

• 1335ページのシャーシ クラスタの形成について

• 1336ページのシャーシ クラスタの冗長グループについて

• 1359ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 985ページの統合型脅威管理サポートの概要

• 1181ページのアクティブ/アクティブ シャーシ クラスタに対するUTM サポートについて
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第10部

攻撃検出と防止

• 攻撃検出と防止 1189ページ

• 偵察阻止 1191ページ

• 不審なパケット属性 1223ページ

• サービス拒否攻撃 1235ページ
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第40章

攻撃検出と防止

• 攻撃検出と防止の概要 1189ページ

攻撃検出と防止の概要

Juniper Networks 侵入検出および防止（IDP）機能 （ステートフル ファイアウォールともい

います）は、ネットワーク トラフィック中の攻撃を検出し、防止します。

攻略は情報収集を目的としたプローブの場合と、ネットワークやネットワークリソースを妥協、

使用不能、または損なうための攻撃の場合があります。 場合によっては、攻略の 2 つの目的

の区別がはっきりしない場合もあります。 たとえば、TCP SYN セグメントによる集中攻撃は、

アクティブなホストから応答を引き出すことを意図した IP アドレス スイープの場合と、ネッ

トワークを圧倒し正常に機能しないようにすることを意図とした SYN フラッド攻撃の場合があ

ります。 さらに、アタッカーは通常攻撃を行う前にターゲットに対する偵察を実行するため、

情報収集の活動は差し迫った攻撃の前兆 (攻撃のフェーズ 1) と考えることができます。 この

ように、 「攻略」という語は 偵察アクティビティと攻撃アクティビティの両方を含み、その

2 つの区別はいつも明確とは限りません。

Juniper Networks では攻略が実行される全段階で攻略と闘うために、さまざまな検出機構や防

衛機構をゾーン レベルおよびポリシー レベルで提供しています。

• ゾーン レベルの スクリーニング オプション。

• 地域間、ゾーン内、およびスーパー ゾーンの各ポリシー レベルのファイアウォール ポリ

シー（「スーパー ゾーン」とは、 セキュリティ ゾーンが参照されていないグローバル ポ

リシーを意味します）。

すべての接続の試みをセキュアにするために、Junos OS はstateful inspectionとして知られ

る動的パケット フィルタリング方法を使用します。 この方法の使用により、IP パケット ヘッ

ダーと TCP セグメント ヘッダー内のさまざまなコンポーネント （ソース と宛先の IP アド

レス、ソースと宛先のポート番号、およびパケット シーケンス番号）が確認され、ファイア

ウォールを通過する各 TCP セッションと擬似 UDP セッションの状態が維持されます。 （ま

た、動的ポートの変更あるいはセッションの終了など、要素の変更に応じてセッションの状態

が変更されます。）応答 TCP パケットが到達すると、ヘッダーに含まれる情報が監視テーブル

に保存されている関連セッションの状態と比較されます。 合致した場合、応答パケットはファ

イアウォールの通過を許可されます。 この 2 つが適合しない場合、パケットはドロップされ

ます。

Junos OS の スクリーニング オプションは、ゾーンにバインドされたインターフェースを通過

する必要がある接続の試みをすべて検査し、許可または拒否することによってゾーンを保護し
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ます。 また、スクリーニング フィルタを通過するトラフィックに対し、コンテンツ フィルタ

リング、および IDP コンポーネントが含まれたファイアウォール ポリシーが適用されます。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices
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第41章

偵察阻止

• 偵察阻止の概要 1191ページ

• IP アドレス スイープ 1191ページ

• ポート スキャン 1194ページ

• IP オプションを使用したネットワーク偵察 1196ページ

• オペレーティング システム プローブ 1202ページ

• 攻撃者の回避技法 1209ページ

偵察阻止の概要

攻撃者は、 ターゲットとするネットワークのレイアウト （どの IP アドレスがアクティブ ホ

ストを持つか）、可能なエントリ ポイント（どのポート番号がアクティブ ホスト上でアクティ

ブか）、そして被害を受けるシステムの構成（アクティブ ホストがどのオペレーティング シ

ステムを実行しているか）を最初に把握できれば、より巧妙に攻撃を計画することができます。

この情報を得るには、攻撃者は偵察を行う必要があります。

Juniper Networks は、攻撃者の偵察行為を阻止し、保護されたネットワークとネットワーク

リソースに関する重要な情報を攻撃者に取得されるのを防ぐための、スクリーニング オプショ

ンを提供します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

IP アドレス スイープ

• IP アドレス スイープについて 1191ページ

• 例:IP アドレス スイープのブロック 1192ページ

IP アドレス スイープについて

アドレス スイープは、1 つのソース IP アドレスが定義された数の ICMP パケットを異なるホ

ストに、定義された間隔（デフォルトは 5000 マイクロ秒）内で送信したときに発生します。

この攻撃の目的は、少なくとも 1 つのホストが応答すればターゲットとするアドレスが発見で

きると期待して、さまざまなホストに ICMP パケット — 通常、エコー要求 — を送信すること

です。
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Junos OS は、1 つのリモート ソースからさまざまなアドレスへ送信される ICMP パケットの

数を内部で記録します。 デフォルト設定を使用すると、リモート ホストが ICMP トラフィッ

クを 10 個のアドレスに 0.005 秒（5000 マイクロ秒）以内に送信した場合、デバイスはこれ

がアドレス スイープ攻撃であるとしてフラグを立て、指定したしきい値の残り期間、そのホス

トからそれ以降に送られる ICMPパケットをすべて拒否します。 1192ページの図69 を参照してく

ださい。

図 69: アドレス スイープ

セキュリティ ゾーンに対してこのスクリーニング オプションを有効にするのは、そのゾーン

からの ICMP トラフィックを許可するポリシーが存在する場合にのみ、検討してください。 そ

うでない場合は、スクリーニング オプションを有効にする必要はありません。 そのようなポ

リシーがない場合は、そのゾーンからのすべての ICMP トラフィックは拒否されるため、攻撃

者はいずれの方法でも IP アドレス スイープを行うことはできません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例:IP アドレス スイープのブロック

この例では、セキュリティ ゾーンからの IP アドレス スイープをブロックする、スクリーニ

ングを構成する方法を示します。

• 要件 1193ページ

• 概要 1193ページ

• 構成 1193ページ

• 確認 1193ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

1. IP アドレス スイープの仕組みを理解します。 1191ページの「「IP アドレスについて」」を

参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを構成します。 147ページの「セキュリティ ゾーンとインターフェー

スの概要」

概要

セキュリティ ゾーンからの ICMP トラフィックを許可するポリシーを構成している場合は、セ

キュリティ ゾーンに対するスクリーニングを有効にする必要があります。 そのようなポリシー

を構成していない場合は、セキュリティ ゾーンからの ICMP トラフィックはすべて拒否される

ため、攻撃者はいずれの方法でも IP アドレス スイープを実行することはできません。

この例では、5000-ip-sweep スクリーニングを構成して、ゾーン 1 セキュリティ ゾーンからの

IP アドレス スイープをブロックします。

構成

ステップごとの手順 IP アドレス スイープをブロックするスクリーニングを構成するには、以下の手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 5000-ip-sweep icmp ip-sweep threshold 5000

2. セキュリティ ゾーンでスクリーニングを有効にします。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen 5000-ip-sweep

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーニングが有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: 5000-ip-sweep

Interfaces bound: 1
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Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーニング構成の確認

目的 セキュリティ スクリーニングの構成情報を表示します。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option 5000-id-sweep

Screen object status:

Name Value

ICMP address sweep threshold 5000

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

ポート スキャン

• ポート スキャンについて 1194ページ

• 例: ポート スキャンのブロック 1195ページ

ポート スキャンについて

ポートスキャンは、1 つのソース IP アドレスが、TCP SYN セグメントを含む IP パケットを

同一宛先 IP アドレスの 定義した数の異なるポートに、定義された間隔（デフォルトは 5000

マイクロ秒）内に送信した際に発生します。 この攻撃の目的は、少なくとも 1 つのポートが

応答すればターゲットとするサービスを特定できると期待して、利用可能なサービスをスキャ

ンすることです。

Junos OS は、1 つのリモート ソースからスキャンされる異なるポートの数を内部で記録しま

す。 デフォルトの設定を使用すると、リモート ホストが 10 個のポートを 0.005 秒間（5000

マイクロ秒）スキャンした場合、デバイスはこれがポート スキャン攻撃であるとしてフラグを

立て、指定したタイムアウトの残り時間、そのリモート ソース（宛先 IP アドレスにかかわら

ず）からそれ以降に送られるすべてのパケットを拒否します。 1195ページの図70 を参照してく

ださい。
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図 70: ポート スキャン

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: ポート スキャンのブロック

この例では、特定のセキュリティ ゾーンからの ポート スキャンをブロックする、スクリーニ

ングを構成する方法を示します。

• 要件 1195ページ

• 概要 1195ページ

• 構成 1195ページ

• 確認 1196ページ

要件

始める前に、ポート スキャンの仕組みについて理解しておきます。 1194ページの「「ポート ス

キャンについて」」を参照してください。

概要

ポート スキャンを使用して、定義した間隔内に同じソース アドレスから異なるポートへ送信

される、TCP SYN セグメントを含む IP パケットをブロックできます。 この攻撃の目的は、少

なくとも 1 つのポートが応答すると期待して、利用可能なサービスをスキャンすることです。

ポートが応答すると、ターゲットのサービスとして識別されます。

この例では、5000-port-scan スクリーニングを構成して、特定のセキュリティ ゾーンからの

ポート スキャンをブロックし、ゾーン 1 というゾーンにスクリーニングを割り当てます。

構成

ステップごとの手順 ポート スキャンをブロックするスクリーニングを構成するには、以下の手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。
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[edit]

user@host# set security screen ids-option 5000-port-scan tcp port-scan threshold

5000

2. セキュリティ ゾーンでスクリーニングを有効にします。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen 5000-port-scan

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーニングが有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: 5000-port-scan

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーニング構成の確認

目的 セキュリティ スクリーニングの構成情報を表示します。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option 5000-port-scan

Screen object status:

Name Value

TCP port scan threshold 5000

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

IP オプションを使用したネットワーク偵察

• IP オプションを使用したネットワーク偵察について 1197ページ

• 例: 偵察に IP スクリーニング オプションを使用するパケットの検出 1200ページ
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IP オプションを使用したネットワーク偵察について

IP 規格 RFC 791 インターネット プロトコルでは、特定のルーティング制御、診断ツール、お

よびセキュリティを提供するオプション セットが指定されています。

RFC791 では、これらのオプションは「unnecessary for the most common communications」

（大部分の一般的な通信では不要）であり、実際に、これらが IP パケット ヘッダーに現れる

ことはほとんどありません。 これらのオプションは、1197ページの図71 に示すように、IP パ

ケット ヘッダーの宛先アドレスの後にあります。 これらが現れた場合は、何らかの違法の用

途に使用されていることが多くあります。

図 71: ルーティング オプション

このトピックには以下のセクションがあります。

• IP パケット ヘッダー オプションの使用 1197ページ

• 偵察に使用される IP オプションを検出するためのスクリーニング オプション 1199ページ

IP パケット ヘッダー オプションの使用

1197ページの表129 に、IP オプションとその属性をリストに示します。

表129: IP オプションと属性

悪意的な用途使用目的長さ番号クラスタイプ

なし1 つまたは複数の IP オプションの終

端を示します。

000*オプション

の終了

なしヘッダーに IP オプションがないこと

を示します。

010オプション

なし
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表129: IP オプションと属性 （続き）

悪意的な用途使用目的長さ番号クラスタイプ

不明。 ただし、旧式のものであるた

め、IP ヘッダーに存在する場合は疑わ

しいと言えます。

ホストから、セキュリティ、TCC（閉域

ユーザー グループ）パラメータ、およ

び DoD（米国防総省）要件に適合する

Handling Restriction Codes を送信す

る方法が得られます （このオプション

は、RFC 791 インターネット プロトコ

ルと RFC 1038 改訂版 IP セキュリ

ティ オプションで指定されており、

旧式のものです）。

現在、このスクリーニング オプション

は、IPv4 にのみ適用できます。

11 ビット20セキュリ

ティ

回避。 攻撃者が特定のルートを使用し

て、パケットの実際のソースを隠蔽し

たり、保護されたネットワークへのア

クセスを取得したりするおそれがあり

ます

パケットがソースから宛先へ移動する

際に利用する部分的なルート リストを

指定します。 パケットは指定されたア

ドレスの順に進む必要がありますが、

指定されたデバイス間にある他のデバ

イスを通過することは許可されます。

変動30ルーズ

ソース

ルート

偵察。 宛先ホストが障害を起こし攻撃

者に制御されているシステムであれば、

パケットが通過したネットワークのト

ポロジおよびアドレス指定スキームに

関する情報が攻撃者に取得されるおそ

れがあります。

IP パケットが移動するパスに沿って存

在するネットワーク デバイスの IP ア

ドレスを記録します。 宛先のシステム

は、ルート情報を抽出し処理すること

ができます （オプションおよび記憶ス

ペースは、どちらもサイズが 40 バイ

トに制限されているため、記録できる

IP アドレスは 9 つまでです）。

現在、このスクリーニング オプション

は、IPv4 にのみ適用できます。

変動70レコード

ルート

不明。 ただし、旧式のものであるた

め、IP ヘッダーに存在する場合は疑わ

しいと言えます。

（旧式）ストリーム概念をサポートし

ないネットワークを介して、16 ビット

SATNET ストリーム識別子を伝送する方

法が得られます。不明。

現在、このスクリーニング オプション

は、IPv4 にのみ適用できます。

4 ビット80ストリーム

ID

回避。 攻撃者が特定のルートを使用し

て、パケットの実際のソースを隠蔽し

たり、保護されたネットワークへのア

クセスを取得したりするおそれがあり

ます。

パケットがソースから宛先へ移動する

際に利用する完全なルート リストを指

定します。 宛先フィールドのアドレス

は、リストの最後のアドレスに差し替

えられます。

現在、このスクリーニング オプション

は、IPv4 にのみ適用できます。

変動90ストリクト

ソース

ルート
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表129: IP オプションと属性 （続き）

悪意的な用途使用目的長さ番号クラスタイプ

偵察。 宛先ホストが障害を起こし攻撃

者に制御されているシステムであれば、

パケットが通過したネットワークのト

ポロジおよびアドレス指定スキームに

関する情報が攻撃者に取得されるおそ

れがあります。

パケットがソース ポイントから宛先ポ

イントへ移動する間に、各ネットワー

ク デバイスがパケットを受信した時刻

（協定世界時 [UTC]***）を記録しま

す。 ネットワーク デバイスは、IP ア

ドレスによって識別されます。

このオプションによって、パケットの

パスに沿ったデバイスの IP アドレス

と各デバイス間の転送時間のリストが

作成されます。

現在、このスクリーニング オプション

は、IPv4 にのみ適用できます。

42**タイムスタ

ンプ

* 0 で識別されるオプションのクラスは、特別なパケットまたはネットワーク制御を可能にするためのものです。

** 2 で識別されるオプションのクラスは、診断、デバッグ、および測定のためのものです。

*** タイムスタンプは、UTC の深夜零時からのミリ秒数を使用します。 UTC は、国際時刻標準の基礎であるグリニッジ標準時（GMT）と

しても知られています。

偵察に使用される IP オプションを検出するためのスクリーニング オプション

次のスクリーニング オプションは、攻撃者が偵察や、不明の疑わしい目的で使用するおそれの

ある IP オプションを検出します。

• レコード ルート — Junos OS は、IP オプションが 7（record route）であるパケットを検

出し、イベントをイングレス インターフェースのスクリーニング カウンタ リストに記録し

ます。 現在、このスクリーニング オプションは、IPv4 にのみ適用できます。

• タイムスタンプ —Junos OS は、IP オプション リストにオプション 4（Internet timestamp）

を含むパケットを検出し、イベントをイングレス インターフェースのスクリーニング カウ

ンタ リストに記録します。 現在、このスクリーニング オプションは、IPv4 にのみ適用で

きます。

• セキュリティ — Junos OS は、IP オプションが 2 （security）であるパケットを検出し、

イベントをイングレス インターフェースのスクリーニング カウンタ リストに記録します。

現在、このスクリーニング オプションは、IPv4 にのみ適用できます。

• ストリーム ID—Junos OS は、IP オプションが 8 （stream ID）であるパケットを検出し、

イベントをイングレス インターフェースのスクリーニング カウンタ リストに記録します。

現在、このスクリーニング オプションは、IPv4 にのみ適用できます。

以前の IP オプションを持つパケットを受信すると、Junos OS はこれをネットワーク偵察攻撃

としてフラグを立て、イベントをイングレス インターフェースに記録します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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例: 偵察に IP スクリーニング オプションを使用するパケットの検出

この例では、偵察に IP スクリーニング オプションを使用するパケットを検出する方法を示し

ます。

• 要件 1200ページ

• 概要 1200ページ

• 構成 1200ページ

• 確認 1201ページ

要件

始める前に、ネットワーク偵察の仕組みについて理解しておきます。 1197ページの「「IP オプ

ションを使用したネットワーク偵察について」」を参照してください。

概要

RFC 791、 インターネット プロトコルでは、 特定のルーティング制御、診断ツール、および

セキュリティを提供するオプション セットが指定されています。 スクリーニング オプション

は、レコード ルート、タイムスタンプ、セキュリティ、およびストリーム ID など、攻撃者が

偵察に使用できる IP オプションを検出します。

この例では、IP スクリーニング screen-1 を構成して、それを ゾーン 1 というセキュリティ

ゾーンで有効にします。

注: 1 つのセキュリティ ゾーンで有効にできるスクリーニングは 1 つのみです。

構成

CLI 簡単構成 レコード ルート、タイムスタンプ、セキュリティ、およびストリーム ID の IP スクリーニン

グ オプションのあるパケットを迅速に検出するには、以下のコマンドをコピーして CLI に貼

り付けます。

[edit]

set security screen ids-option screen-1 ip record-route-option

set security screen ids-option screen-1 ip timestamp-option

set security screen ids-option screen-1 ip security-option

set security screen ids-option screen-1 ip stream-option

set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

偵察に IP スクリーニング オプションを使用するパケットを検出するには、以下の手順に従い

ます。

1. IP スクリーニング オプションを構成します。
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注: 現在、これらのスクリーニング オプションがサポートしているのは、IPv4

のみです。

[edit security screen]

user@host# set ids-option screen-1 ip-record-route-option

user@host# set ids-option screen-1 ip timestamp-option

user@host# set ids-option screen-1 ip security-option

user@host# set ids-option screen-1 ip stream-option

2. セキュリティ ゾーンでスクリーニングを有効にします。

[edit security zones ]

user@host# set security-zone zone-1 screen screen-1

結果 構成モードで、show security screen コマンドを入力して、構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

[user@host]show security screen

ids-option screen-1 {

ip {

record-route-option;

timestamp-option;

security-option;

stream-option;

}

}

[edit]

[user@host]show security zones

zones {

security-zone zone-1 {

screen screen-1;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認 1201ページ

• セキュリティ スクリーニング構成の確認 1202ページ

セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーニングが有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones
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Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーニング構成の確認

目的 セキュリティ スクリーニングの構成情報を表示します。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

IP record route option enabled

IP timestamp option enabled

IP security option enabled

IP stream option enabled

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

オペレーティング システム プローブ

• オペレーティング システム プローブについて 1202ページ

• SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダー 1202ページ

• FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダー 1205ページ

• フラグが設定されていない TCP ヘッダー 1207ページ

オペレーティング システム プローブについて

攻撃を開始する前に、攻撃者はターゲット ホストをプローブして、そのオペレーティング シ

ステム（OS）を確認しようとすることがあります。 OS を確認することによって、攻撃者はど

のような攻撃を行うか、そしてどの脆弱性を利用するかを決定できます。 Junos OS は、OS タ

イプに関する情報収集によく使用される偵察プローブをブロックします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダー

• SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーについて 1203ページ

• 例: SYN および FIN フラグが設定されたパケットのブロック 1203ページ
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SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーについて

通常、SYN および FIN 制御フラグは、同じ TCP セグメント ヘッダーには設定されません。

SYN フラグは、TCP 接続を開始するためにシーケンス番号を同期します。 FIN フラグは、TCP

接続を終了するために、データ伝送の終了を示します。 両フラグの目的は、相反するもので

す。 TCP ヘッダーに SYN および FIN フラグが設定されるのは異常な TCP 動作であり、OS に

よって異なるさまざまな応答が受信側から発生します。 1203ページの図72 を参照してください。

図 72: SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダー

攻撃者は、両方のフラグが設定されたセグメントを送信し、どのような種類のシステム応答が

返されるかを確認することによって、受信側で動作している OS の種類を特定することがあり

ます。 そして攻撃者は、既知のシステムの脆弱性を利用して、さらに攻撃を行います。

このスクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS は、SYN および FIN フラグが TCP

ヘッダーに設定されているかどうかをチェックします。 そのようなヘッダーを検出すると、

Junos OS はパケットをドロップします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: SYN および FIN フラグが設定されたパケットのブロック

この例では、SYN および FIN フラグが設定されたパケットをブロックする、スクリーニングを

構成する方法を示します。

• 要件 1203ページ

• 概要 1204ページ

• 構成 1204ページ

• 確認 1204ページ

要件

始める前に、SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーの仕組みについて理解してお

きます。 1203ページの「「SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーについて」」を参

照してください。
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概要

SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーを送信すると、ターゲット デバイスは稼動

している OS によって異なる応答を返します。 セキュリティ ゾーンで syn-fin スクリーニン

グを有効にします。

この例では、セキュリティ ゾーンに screen-1 というスクリーニングを構成して、SYN および

FIN フラグが設定されているパケットをブロックします。

構成

ステップごとの手順 SYN および FIN フラグの両方が設定されたパケットをブロックするには、以下の手順に従いま

す。

1. スクリーニングを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-1 tcp syn-fin

2. セキュリティ ゾーンでスクリーニングを有効にします。

[edit ]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーニングが有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーニング構成の確認

目的 セキュリティ スクリーニングの構成情報を表示します。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1
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Screen object status:

Name Value

TCP SYN FIN enabled

FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダー

• FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて 1205ページ

• 例: FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットのブロック 1206ページ

FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて

1205ページの図73 に、FIN 制御フラグが設定（セッションの終わりを合図し接続を終了するた

め）された TCP セグメントを表示します。 通常、FIN フラグが設定された TCP セグメントに

は、ACK フラグも同時に設定（前回のパケット受信を承認するため）されています。 TCP ヘッ

ダーに FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないのは、異常な TCP 動作である

ため、これに対する一様な応答はありません 。 OS は、RST フラグを設定した TCP セグメン

トを送信して応答することがあります。 完全に無視するものもあります。 被害側の応答によっ

て、攻撃者はその OS に関する手がかり得ることがあります （FIN フラグを設定した TCP セ

グメントを送信する他の目的は、アドレスおよびポート スキャンの実行中に検出を逃れること

と、FIN フラッドを代わりに実行することによって SYN フラッドを警戒する防御をくぐり抜け

ることです。）

注: TCP/IP 実装の設計において、RFC 793、 伝送制御プロトコルをどのように解釈

するかはベンダーによって異なります。 FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定

されていない TCP セグメントが到着した場合、RST セグメントを送信する実装もあ

れば、RST を送信することなくパケットをドロップする実装もあります。

図 73: FIN フラグが設定されている TCP ヘッダー

このスクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS は、TCP ヘッダーに FIN フラグが

設定され、ACK フラグが設定されていないかどうかをチェックします。 そのようなヘッダーを

持つパケットを検出すると、Junos OS はパケットをドロップします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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例: FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットのブロック

この例では、FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットをブロックする、

スクリーニングを構成する方法を示します。

• 要件 1206ページ

• 概要 1206ページ

• 構成 1206ページ

• 確認 1206ページ

要件

始める前に、TCP ヘッダーの仕組みについて理解しておきます。 1205ページの「「FIN フラグが

設定され、ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて」」を参照してください。

概要

FIN フラグが設定された TCP セグメントには、ACK フラグも同時に設定（前回のパケット受信

を承認するため）されています。 TCP ヘッダーに FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定

されていないのは、異常な TCP 動作であるため、これに対する一様な応答はありません 。

fin-no-ack スクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS は、TCP ヘッダーに FIN

フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないかどうかをチェックします。 そのような

ヘッダーを持つパケットを検出すると、Junos OS はパケットをドロップします。

この例では、FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットをブロックする、

screen-1 というスクリーニングを構成します。

構成

ステップごとの手順 FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットをブロックするには、以下の

手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。

[edit ]

user@host# set security screen ids-option screen-1 tcp fin-no-ack

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーニングが有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1
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Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーニング構成の確認

目的 セキュリティ スクリーニングの構成情報を表示します。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

TCP FIN no ACK enabled

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

フラグが設定されていない TCP ヘッダー

• フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて 1207ページ

• 例: フラグが設定されていないパケットのブロック 1208ページ

フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて

正常な TCP セグメント ヘッダーには、少なくとも 1 つのフラグ制御が設定されています。

TCP セグメントに制御フラグが設定されていないのは、異常な動作です。 そのような異常に対

する応答はオペレーティング システムによって異なるため、ターゲット デバイスからの応答

（または応答がないこと）は、稼動している OS のタイプに関する手がかりとなるおそれがあ

ります。 1207ページの図74 を参照してください。

図 74: フラグが設定されていない TCP ヘッダー

フラグが設定されていない TCP セグメント ヘッダーを検出できるようにデバイスを設定する

と、デバイスは、フラグ フィールドのない、または不正な形式のフラグ フィールドを持つ TCP

パケットをすべてドロップします。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: フラグが設定されていないパケットのブロック

この例では、フラグが設定されていないパケットをブロックする、スクリーニングを構成する

方法を示します。

• 要件 1208ページ

• 概要 1208ページ

• 構成 1208ページ

• 確認 1208ページ

要件

始める前に、フラグが設定されていない TCP ヘッダーの仕組みについて理解しておきます。

1207ページの「「フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて」」を参照してください。

概要

正常な TCP セグメント ヘッダーには、少なくとも 1 つのフラグ制御が設定されています 。

TCP セグメントに制御フラグが設定されていないのは、異常な動作です。 そのような異常に対

する応答はオペレーティング システムによって異なるため、ターゲット デバイスからの応答

（または応答がないこと）は、稼動している OS のタイプに関する手がかりとなるおそれがあ

ります。

フラグが設定されていない TCP セグメント ヘッダーを検出できるようにデバイスを設定する

と、デバイスは、フラグ フィールドのない、または不正な形式のフラグ フィールドを持つ TCP

パケットをすべてドロップします。

この例では、screen-1 というスクリーニングを構成して、フラグが設定されていないパケット

をブロックします。

構成

ステップごとの手順 フラグが設定されていないパケットをブロックするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。

[edit ]

user@host# set security screen ids-option screen-1 tcp tcp-no-flag

2. セキュリティ ゾーンでスクリーニングを有効にします。

[edit ]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。
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セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーニングが有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーニング構成の確認

目的 セキュリティ スクリーニングの構成情報を表示します。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

TCP no flag enabled

攻撃者の回避技法

• 攻撃者の回避技法について 1209ページ

• Fin スキャン 1210ページ

• TCP SYN チェック 1210ページ

• IP スプーフィング 1213ページ

• IP ソース ルート オプション 1215ページ

攻撃者の回避技法について

情報収集をする際にも攻撃を開始する際にも、攻撃者は検出を避けることが予期されます。 IP

アドレスおよびポート スキャンは露骨で容易に検出可能なものもありますが、したたかな攻撃

者はさまざまな手段を用いて行動を隠します。 SYN スキャンの代わりに FIN を使用するなど

の技法は、—攻撃者はほとんどのファイアウォールや侵入検出プログラムを知っています—、検

出を逃れ、攻撃者が目的の作業を達成するための偵察や発見技術が進化したことを示します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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Fin スキャン

• FIN スキャンについて 1210ページ

• FIN スキャンの阻止（CLI 手順） 1210ページ

FIN スキャンについて

FIN スキャンとは、応答（RST フラグが設定されている TCP セグメント）を呼び出すために

FIN フラグを設定した TCP セグメントを送信し、アクティブ ホストまたはホスト上のアクティ

ブ ポートを発見しようとすることです。 攻撃者は、ICMP エコー要求を用いたアドレス スイー

プや SYN セグメントを用いたアドレス スキャンではなく、FIN スキャンを使用する場合があ

ります。なぜなら、多くのファイアウォールでは、通常前者 2 つの方法に対しては防護してい

ても、FIN セグメントに対しては防護していない場合があることを攻撃者は知っているからで

す。 FIN フラグを設定した TCP セグメントを使用すると、攻撃者は検出を回避し、偵察に成

功する可能性があります。

FIN スキャンの阻止（CLI 手順）

FIN スキャンを阻止するには、以下のアクションのいずれか、または両方を行います。

• FIN フラグが設定されているが、ACK フラグは設定されていない TCP セグメント（異常な

TCP セグメント）を特別にブロックするスクリーニング オプションを有効にします。

user@host#set security screen fin-no-ack tcp fin-no-ack

user@host#set security zones security-zone name screen fin-no-ack

ここで、「 name」は、このスクリーニング オプションを適用するゾーンの名前です。

• 既存のセッションに属さない非 SYN パケットを全て拒否するようにパケット処理方法を変更

します。 デフォルトでは、SYN チェック フラグが設定されています。

注: 既存のセッションに属さないパケットに対して SYN フラグが設定されている

ことをチェックするようにパケット フローを変更すると、ヌル スキャン（TCP

フラグが設定されていない場合）など、他のタイプの非 SYN スキャンも阻止され

ます。

TCP SYN チェック

• TCP SYN チェックについて 1210ページ

• TCP SYN チェックの設定（CLI 手順） 1212ページ

• ストリクト SYN チェックの設定（CLI 手順） 1213ページ

TCP SYN チェックについて

デフォルトでは、Junos OS はセッションの先頭パケットの SYN フラグをチェックし、セッショ

ンの開始を試みる非 SYN フラグが設定されている TCP セグメントを拒否します。 このパケッ

ト フローは変更しなくてもかまいません。または、Junos OS がセッションを作成する前に SYN

フラグをチェックしないように変更することもできます。 1211ページの図75 に、SYN フラグの

チェックが有効になっている場合と無効になっている場合のパケット フロー シーケンスを示

します。
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図 75: SYN フラグのチェック

SYN フラグのチェックが有効になっている Junos OS は、既存セッションに属さない非 SYN TCP

セグメントを受信した場合、パケットをドロップします。 デフォルトでは、Junos OS は非 SYN

セグメント受信時にソース ホストに TCP RST を送信しません。 set security zones

security-zone trust tcp-rst コマンドを使用して、ソース ホストに TCP RST を送信するよう

に、デバイスを構成できます。 最初の非 SYN TCP パケットのコード ビットが RST の場合、

デバイスは TCP-RST を送信しません。

最初のパケットの SYN フラグをチェックしない場合には、以下のような利点があります。

• 非対称ルーティングの NSRP — 動的ルーティング環境のアクティブ/アクティブ NSRP 構成で

は、ホストが SYN フラグが設定された最初の TCP セグメントをあるデバイス（Device-A）

に送信した場合、SYN/ACK はクラスタ内の別のデバイス（Device-B）にルーティングされる

ことがあります。 Device-A が Device-B とセッションを同期させた後にこの非対称ルーティ

ングが起こった場合は、何も問題ありません。。 しかし、Device-A がセッションを同期さ

せ、SYN チェックが有効になる前に SYN/ACK 応答が Device-B に到達すると、Device-B は

SYN/ACK を拒否し、セッションを確立できなくなります。 SYN チェックが無効に設定され、

Device-B が SYN/ACK 応答を受け入れると、—所属する既存のセッションがない場合でも、—

新しいセッション テーブル エントリが作成されます。

• 中断なしのセッション — デバイスをリセットした場合やポリシーのコア セクションのコン

ポーネントを変更して SYN チェックを有効にした場合、既存のセッションまたはポリシーの

変更が適用されるセッションはすべて中断され、再開が必要になります。 SYN チェックを無

効にすると、ネットワーク トラフィック フローの中断を避けることができます。

注: このシナリオの解決策は、最初に SYN チェックを無効にしたデバイスをイン

ストールすることです。 その数時間後に、—確立されたセッションがデバイスか

ら実行されたら、—SYN チェックを有効にします。 ポリシーのコア セクションに

は、以下のメイン コンポーネントが含まれます。ソース ゾーンと宛先ゾーン、

ソース アドレスと宛先アドレス、1 つまたは複数のサービス、およびアクション

です。
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しかし、前述の利点には以下のセキュリティ上の欠点があります。

• 偵察ホール — 非 SYN フラグ — ACK、URG、RST、FIN など — をもつ最初の TCP セグメント

が閉じたポートに到達すると、多くのオペレーティン グシステム（例えば、Windows）は RST

フラグ が設定された TCP セグメントで応答します。 ポートが開いている場合、受信側は応

答を生成しません。

これらの応答や応答の欠落を分析することにより、攻撃者は保護されたネットワーク上だけ

でなく Junos OS ポリシーセット上でも偵察を実行できます。 攻撃者が非 SYN フラグを設

定した TCP セグメントを送信し、ポリシーがその通過を許可すると、受信した宛先ホストは

TCP セグメントをドロップし、RST フラグが設定された TCP セグメントで応答する場合があ

ります。 そのような応答により、特定のアドレスにアクティブ ホストがあり、目的のポー

ト番号が閉じていることを攻撃者に伝えることになります。。 さらに攻撃者は、そのホスト

のポート番号へのアクセスが、ファイアウォール ポリシーから許可されることも知ります。

SYN フラグのチェックを有効にすることで、SYN フラグのない TCP セグメントが既存のセッ

ションに属さない場合、Junos OS は その TCP セグメントをドロップします。 Junos OS は

TCP RST セグメントを返しません。 結果として、ポリシー セットにかかわらず、ポートが

目的のホストで開いているか閉じているかに関係なく、攻撃者が応答を受信することはあり

ません。

• セッション テーブル フラッド — SYN チェックが無効の場合、攻撃者は非 SYN フラグを設

定した TCP セグメントの集中攻撃で保護されたネットワークをフラッドすることにより、

Junos OS SYN フラッド保護機能をバイパスできます。 目的のホストがパケットをドロップ

する場合でも、— また TCP RST セグメントを返信する場合でも、— そのようなフラッドによ

り Juniper Networks デバイスのセッション テーブルは満杯になります。 セッション テー

ブルが満杯になると、デバイスは正当なトラフィックに対して新しいセッションを処理でき

なくなります。

SYN チェックおよび SYN フラッド保護を有効にすることにより、この種の攻撃を回避できま

す。 セッションの最初のパケットに SYN フラッグが設定されていることを確認すると、す

べての新規セッションで SYN フラグが設定された TCP セグメントが開始されます。 SYN フ

ラッド保護により、1 秒間の TCP SYN セグメントの数が制限されるため、セッション テー

ブルがあふれることはなくなります。

SYN チェックを無効にする必要がなければ、有効にすることを強くお勧めします（Junos OS で

はこれがデフォルトの設定です）。 有効にするには、set flow tcp-syn-check コマンドを使用

します。 SYN チェックを有効にすると、確立したセッションに属さない限り、デバイスは非

SYN フラグが設定された TCP セグメントを拒否します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

TCP SYN チェックの設定（CLI 手順）

SYN チェックを有効にすると、確立したセッションに属さない限り、デバイスは非 SYN フラグ

が設定された TCP セグメントを拒否します。 SYN チェックを有効にすると、攻撃者の偵察と

セッション テーブル フラッドを防止することができます。 デフォルトでは、TCP SYN チェッ

クは有効になっています。

SYN チェックを無効にするには、以下の手順に従います。

user@host#set security flow tcp-session no-syn-check
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

ストリクト SYN チェックの設定（CLI 手順）

ストリクト SYN チェックを有効にすると、デバイスは、TCP セッションに対してストリクト 3

方向ハンドシェイクのチェックを有効にします。 これは、3 方向ハンドシェイクを実行する前

に、データ パケットをドロップすることで、セキュリティを向上させます。 デフォルトでは、

ストリクト TCP SYN チェックは無効になっています。

注: no-syn-check または no-syn-check-in-tunnel が有効になっている場合は、

strict-syn-check オプションを有効にできません。

ストリクト SYN チェックを有効にするには、次の操作を行います。

user@host#set security flow tcp-session strict-syn-check

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

IP スプーフィング

• IP スプーフィングについて 1213ページ

• 例:IP アドレス スプーフィングのブロック 1214ページ

IP スプーフィングについて

ネットワークの制限領域へのアクセスを取得しようとする技法の 1 つは、偽りのソース アド

レスをパケット ヘッダーに挿入し、そのパケットが信頼されたソースから到達したように見せ

かけることです。 この技法は、IP スプーフィングと呼ばれています。 IP スプーフィングを

検出するメカニズムは、ルート テーブル エントリに依存します。 たとえば、ソース IP アド

レス 10.1.1.6 を持つパケットが ge-0/0/1 に到達しても、Junos OS が ge-0/0/0 を介して

10.1.1.0/24 へのルートを持つ場合は、IP スプーフィング チェックによって、このアドレス

がルート テーブルに定義されている無効なインターフェースに到着したと検出されます。

10.1.1.6 からの有効なパケットは、ge-0/0/1 ではなく、ge-0/0/0 にのみ到着できるからで

す。 したがって、Junos OS はパケットがスプーフィングされたソース IP アドレスを持つと

判断し、破棄します。

注: IP スプーフィングによって、Junos OS はスプーフィングされた IPv6 パケッ

トを検出し、ドロップできます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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例:IP アドレス スプーフィングのブロック

この例では、IP スプーフィング攻撃をブロックする、スクリーニングを構成する方法を示しま

す。

• 要件 1214ページ

• 概要 1214ページ

• 構成 1214ページ

• 確認 1214ページ

要件

始める前に、IP スプーフィングの仕組みについて理解しておきます。 1213ページの「「IP ス

プーフィングについて」」を参照してください。

概要

ネットワークの制限領域へのアクセスを取得しようとする技法の 1 つは、偽りのソース アド

レスをパケット ヘッダーに挿入し、そのパケットが信頼されたソースから到達したように見せ

かけることです。 この技法は、IP スプーフィングと呼ばれています。

この例では、IP スプーフィング攻撃をブロックする screen-1 というスクリーニングを構成

し、ゾーン 1 セキュリティ ゾーンでスクリーニングを有効にします。

構成

ステップごとの手順 IP スプーフィングをブロックするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。

[edit ]

user@host# set security screen ids-option screen-1 ip spoofing

2. セキュリティ ゾーンでスクリーニングを有効にします。

[edit]

user@host# set security zone security-zone zone-1 screen screen-1

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーニングが有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1
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Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーニング構成の確認

目的 セキュリティ スクリーニングの構成情報を表示します。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

IP spoofing enabled

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

IP ソース ルート オプション

• IP ソース ルート オプションについて 1215ページ

• 例: ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットのブロッ

ク 1217ページ

• 例: ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットの検出 1219ページ

IP ソース ルート オプションについて

ソース ルーティングは、IP パケット送信のソース側ユーザーが、宛先までの IP パケットの

希望するパスに沿って存在する、デバイス（“ホップ” とも呼ばれる）の IP アドレスを指定

できるように設計されました。 IP ソース ルート オプションの本来の目的は、診断分析に役

立つルーティング制御ツールを提供することでした。 たとえば、特定の宛先へのパケット送信

が不規則に失敗する場合、まず最初に、レコード ルート オプションまたは IP タイムスタン

プ オプションを使用して、パスに沿ったデバイスのアドレスまたはパケットが通ったパスを検

出するとします。 レコード ルート オプションまたはタイムスタンプ オプションの結果から

判明したアドレスを使用すれば、ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションにより、

特定のパスに沿うようにトラフィックを誘導できます。 パスが変わるようにデバイス アドレ

スを変更し、異なるパスにいくつかのパケットを送信することによって、成功率の上昇または

低下を確認できます。 分析と消去法によって、問題となる場所を推定できる場合もあります。

1216ページの図76 を参照してください。
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図 76: IP ソース ルーティング

本来、IP ソース ルート オプションの使用は害のないものですが、攻撃者は有害な用途に使用

するようになりました。 攻撃者は IP ソース ルート オプションを使用して自身の本当のアド

レスを隠し、偽りのパスを指定することによってネットワークの制限領域にアクセスできます。

攻撃者がどのようにこの 2 つの偽装方法を使用するのかを示す例として、1216ページの図77 に

示す次のシナリオを考えます。

図 77: 偽装用のルーズ IP ソース ルート オプション

Junos OS は、トラフィック 2.2.2.0/24 が ethernet1（zone_external にバインドされたイン

ターフェース）を経由して到達した場合のみ、このトラフィックを許可します。 デバイス 3

および 4 はアクセス制御を強制しますが、デバイス 1 および 2 は強制しません。 さらに、

デバイス 2 は IP スプーフィングのチェックを行いません。 攻撃者はソース アドレスをス

プーフィングし、ルーズ ソース ルート オプションを使用して、デバイス 2 から 2.2.2.0/24

ネットワーク経由でデバイス 1 に行くようにパケットを誘導します。 デバイス 1 はそのパ

ケットをデバイス 3 へ転送し、デバイス 3 はパケットを Juniper Networks デバイス転送し

ます。 パケットは 2.2.2.0/24 サブネットから到達し、2.2.2.0/24 サブネットのソース アド
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レスを持つため、有効であるように見えます。 しかし、それ以前にルーズ ソース ルート オ

プションで偽装されている可能性があります。 この例では、zone_external に対する IP ソー

ス ルート スクリーニング オプションの拒否を有効にしています。 パケットが ethernet3 に

到達すると、デバイスはそのパケットを拒否します。

ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定された任意パケットをブロックする

か、またはそのようなパケットを検出してイングレス インターフェースのカウンタ リストに

イベントを記録するかのいずれかが行えるように、デバイスを設定できます。 スクリーニング

オプションは、以下のとおりです。

• IP ソース ルートオプションの拒否 — このオプションを有効にすると、ルーズまたはストリ

クト ソース ルート オプションを使用するすべての IP トラフィックをブロックします。

ソース ルート オプションによって、攻撃者が虚偽の IP アドレスを使用してネットワーク

に侵入することがあります。

• IP ルーズ ソース ルート オプション — デバイスは、IP オプションが 3 （ルーズ ソース

ルーティング）であるパケットを検出し、イングレス インターフェースの スクリーニング

カウンタ リストにイベントを記録します。 このオプションは、パケットがソースから宛先

へ移動する際に利用する部分的なルート リストを指定します。 パケットは指定されたアド

レスの順に進む必要がありますが、指定されたデバイス間にある他のデバイスを通過するこ

とは許可されます。

• IP ストリクト ソース ルート オプション — デバイスは、IP オプションが 9 （ストリクト

ソース ルーティング）であるパケットを検出し、イングレス インターフェースの スクリー

ニング カウンタ リストにイベントを記録します。 このオプションは、パケットがソースか

ら宛先へ移動する際に利用する全ルート リストを指定します。 宛先フィールドのアドレス

は、リストの最後のアドレスに差し替えられます。 現在、このスクリーニング オプション

は、IPv4 にのみ適用できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットのブロッ

ク

この例では、ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットをブ

ロックする方法を示します。

• 要件 1217ページ

• 概要 1217ページ

• 構成 1218ページ

• 確認 1218ページ

要件

始める前に、IP ソース ルート オプションの仕組みについて理解しておきます。 1215ページの

「「IP ソース ルート オプションについて」」を参照してください。

概要

ソース ルーティングでは、IP パケット送信のソース側ユーザーが、宛先までの IP パケット

の希望するパスに沿って存在する、デバイス（“ホップ” とも呼ばれる）の IP アドレスを指
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定できます。 IP ソース ルート オプションの本来の目的は、診断分析に役立つルーティング

制御ツールを提供することでした。

ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定された任意パケットをブロックする

か、またはそのようなパケットを検出してイングレス インターフェースのカウンタ リストに

イベントを記録するかのいずれかが行えるように、デバイスを設定できます。

この例では、ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットをブ

ロックする screen-1 というスクリーニングを構成し、ゾーン 1 セキュリティ ゾーンでスク

リーニングを有効にします。

構成

ステップごとの手順 ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットをブロックするに

は、以下の手順に従います

1. スクリーニングを構成します。

[edit ]

user@host# set security screen ids-option screen-1 ip source-route-option

2. セキュリティ ゾーンでスクリーニングを有効にします。

[edit ]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーニングが有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーニング構成の確認

目的 セキュリティ スクリーニングの構成情報を表示します。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]
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user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

IP source route option enabled

例: ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットの検出

この例では、ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットを検出

する方法を示します。

• 要件 1219ページ

• 概要 1219ページ

• 構成 1219ページ

• 確認 1220ページ

要件

始める前に、IP ソース ルート オプションの仕組みについて理解しておきます。 1215ページの

「「IP ソース ルート オプションについて」」を参照してください。

概要

ソース ルーティングでは、IP パケット送信のソース側ユーザーが、宛先までの IP パケット

の希望するパスに沿って存在する、デバイス（“ホップ” とも呼ばれる）の IP アドレスを指

定できます。 IP ソース ルート オプションの本来の目的は、診断分析に役立つルーティング

制御ツールを提供することでした。

ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定された任意パケットをブロックする

か、またはそのようなパケットを検出してイングレス インターフェースのカウンタ リストに

イベントを記録するかのいずれかが行えるように、デバイスを設定できます。

この例では、screen-1 および screen-2 という 2 つのスクリーニングを構成し、ルーズまた

はストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットを検出して記録しますが、ブ

ロックはしません。そして、ゾーン 1 および ゾーン 2 セキュリティ ゾーンでスクリーニン

グを有効にします。

構成

ステップごとの手順 ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットを検出、記録し、ブ

ロックしないようにするには、以下の手順に従います

1. ルーズ ソース ルート スクリーニングを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-1 ip loose-source-route-option

2. ストリクト ソース ルートスクリーニングを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-2 ip strict-source-route-option

注: 現在、このスクリーニング オプションがサポートしているのは、IPv4 の

みです。
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3. セキュリティ ゾーンでスクリーニングを有効にします。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

user@host# set security zones security-zone zone-2 screen screen-2

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーニングの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーニングが有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

Security zone: zone-2

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-2

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-2/0/0.0

セキュリティ スクリーニング構成の確認

目的 セキュリティ スクリーニングの構成情報を表示します。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Screen object status:

Name Value

IP loose source route option enabled

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-2

Screen object status:

Screen object status:
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Name Value

IP strict source route option enabled
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第42章

不審なパケット属性

• 不審なパケット属性の概要 1223ページ

• ICMP フラグメント保護 1223ページ

• ラージ ICMP パケット保護 1225ページ

• 不良 IP オプション保護 1227ページ

• 未知のプロトコル保護 1228ページ

• IP パケット フラグメント保護 1230ページ

• SYN フラグメント保護 1232ページ

不審なパケット属性の概要

攻撃者は偵察やサービス拒否（DoS）攻撃を行うパケットを巧妙に作成することがあります。

作成されたパケットがどのような動作を行うか明確でないこともありますが、巧妙に作り上げ

られたということから、何らかの悪意のある用途に使用されるものと予想されます。

以下のトピックでは、脅威となるおそれのある次のような不審なパケットをブロックするスク

リーニング オプションについて説明します。

• 1224ページのICMP フラグメント保護について

• 1225ページのラージ ICMP パケット保護について

• 1227ページの不良 IP オプション保護について

• 1229ページの未知のプロトコル保護について

• 1230ページのIP パケット フラグメント保護について

• 1232ページのSYN フラグメント保護について

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

ICMP フラグメント保護

• ICMP フラグメント保護について 1224ページ

• 例: フラグメント化された ICMP パケットのブロック 1224ページ
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ICMP フラグメント保護について

ICMP（インターネット制御メッセージ プロトコル）では、エラー レポートおよびネットワー

ク プローブ機能が利用できます。 ICMP パケットに含まれるメッセージはきわめて短いため、

ICMP パケットをフラグメント化する合理的な理由はありません。 ICMP パケットがフラグメン

ト化を必要とするほど異常に長い場合は、何らかの間違いがあると考えられます。

ICMP フラグメント保護スクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS は、More

Fragments フラグを設定された、またはオフセット フィールドに示されたオフセット値をもつ

ICMP パケットをブロックします。 1224ページの図78 を参照してください。

図 78: ICMP フラグメントのブロック

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: フラグメント化された ICMP パケットのブロック

この例では、フラグメント化された ICMP パケットをブロックする方法を示します。

要件

始める前に、ICMP フラグメント保護について理解しておきます。 1223ページの「「不審なパケッ

ト属性の概要」」を参照してください。

概要

ICMP フラグメント保護スクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS は、More

Fragments フラグを設定された、またはオフセット フィールドに示されたオフセット値をもつ

ICMP パケットをブロックします。

この例では、ゾーン 1 セキュリティ ゾーンから送信されるフラグメント化された ICMP パケッ

トをブロックする、ICMP フラグメント スクリーニングを構成します。

構成

ステップごとの手順 フラグメント化された ICMP パケットをブロックするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1224

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


[edit]

user@host# set security screen ids-option icmp-fragment icmp fragment

2. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen icmp-fragment

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

ラージ ICMP パケット保護

• ラージ ICMP パケット保護について 1225ページ

• 例: ラージ ICMP パケットのブロック 1226ページ

ラージ ICMP パケット保護について

ICMP（インターネット制御メッセージ プロトコル）では、エラー レポートおよびネットワー

ク プローブ機能が利用できます。 ICMP パケットに含まれるメッセージはきわめて短いため、

ICMP パケットをフラグメント化する合理的な理由はありません。 ICMP パケットが異常に長い

場合は、何らかの間違いがあると考えられます。

たとえば、SRX 210 は隠れたメッセージを伝送するためのチャンネルとして、ICMP を使用しま

す。 ICMP パケットが存在すると、SRX 210 エージェトとして動作する障害を起こしたマシン

をさらけ出すことがあります。 また、その他の不審なアクティビティを示すこともあります。

1226ページの図79 を参照してください。
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図 79: ラージ ICMP パケットのブロック

ラージ ICMP パケット保護スクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS は、1024 バ

イトを超える長さの ICMP パケットをドロップします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: ラージ ICMP パケットのブロック

この例では、ラージ ICMP パケットをブロックする方法を示します。

要件

始める前に、ラージ ICMP パケット保護について理解しておきます。 1223ページの「「不審なパ

ケット属性の概要」」を参照してください。

概要

ラージ ICMP パケット保護スクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS は、1024 バ

イトを超える長さの ICMP パケットをドロップします。

この例では、ゾーン 1 セキュリティ ゾーンから送信されるラージ ICMP パケットをブロック

する、ラージ ICMP スクリーニングを構成します。

構成

ステップごとの手順 ラージ ICMP パケットをブロックするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option icmp-large icmp large

2. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen icmp-large

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]
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user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

不良 IP オプション保護

• 不良 IP オプション保護について 1227ページ

• 例: 不正フォーマット オプションのある IP パケットのブロック 1227ページ

不良 IP オプション保護について

IP 規格 RFC 791、 インターネット プロトコルでは、特定のルーティング制御、診断ツール、

およびセキュリティを提供する 8 つのオプション セットが指定されています。 本来、これら

のオプションは正当な目的で使用するように考案されたものですが、不正な目的に悪用する方

法も考え出されてきました

意図的に偶然に、攻撃者は IP オプションを不正に構成し、不完全または不正な形式のフィー

ルドになる場合があります。 パケット作成者の意図にかかわらず、不正なフォーマットは、目

的の受信側にとっては異常で有害となります。 1227ページの図80 を参照してください。

図 80: 不正にフォーマットされた IP オプション

不良 IP オプション保護スクリーニング オプションを有効にした場合、IP パケット ヘッダー

内の IP オプションが不正にフォーマットされていると、Junos OS はパケットをブロックしま

す。 さらに、Junos OS は、イベント ログにイベントを記録します。

例: 不正フォーマット オプションのある IP パケットのブロック

この例では、不正フォーマット オプションのあるラージ ICMP パケットをブロックする方法を

示します。
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要件

始める前に、不良 IP オプション保護について理解しておきます。 1223ページの「「不審なパ

ケット属性の概要」」を参照してください。

概要

不良 IP オプション保護スクリーニング オプションを有効にした場合、IP パケット ヘッダー

内の IP オプションが不正にフォーマットされていると、Junos OS はパケットをブロックしま

す。 さらに、Junos OS は、イベント ログにイベントを記録します。

この例では、ゾーン 1 セキュリティ ゾーンから送信されるラージ ICMP パケットをブロック

する、不良 IP オプション スクリーニングを構成します。

構成

ステップごとの手順 不正にフォーマットされた IP オプションのある IP パケットを検出してブロックするには、

以下の手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option ip-bad-option ip bad-option

注: 現在、このスクリーニング オプションは、IPv4 にのみ適用できます。

2. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen ip-bad-option

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

未知のプロトコル保護

• 未知のプロトコル保護について 1229ページ

• 例: 未知のプロトコルを使用したパケットのドロップ 1229ページ
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未知のプロトコル保護について

RFC 1700 に基づいて、137 以上の ID 番号を持つ プロトコル タイプは、現時点では未使用で

未定義です。 プロトコルが未定義であるため、未知のプロトコルが正当か不正であるかを事前

に知ることはできません。

ご利用のネットワークで 137 以上の ID 番号を持つ非標準プロトコルが使用されていない限

り、保護されたネットワークに未知の要素が侵入するのをブロックするのが慎重な方策です。

1229ページの図81 を参照してください。

図 81: 未知のプロトコル

未知のプロトコル保護スクリーニング オプションを有効にすると、プロトコル フィールドに

137 以上のプロトコル ID 番号が含まれる場合、Junos OS はパケットをブロックします。

注: IPv6 プロトコルに対して未知のプロトコル保護スクリーニング オプションを

有効にすると、プロトコル フィールドに 139 以上のプロトコル ID 番号が含まれ

る場合、デフォルトで Junos OS はパケットをブロックします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: 未知のプロトコルを使用したパケットのドロップ

この例では、未知のプロトコルを使用している パケットをブロックする方法を示します。

要件

始める前に、未知のプロトコル保護について理解しておきます。 1223ページの「「不審なパケッ

ト属性の概要」」を参照してください。

概要

未知のプロトコル保護スクリーニング オプションを有効にすると、プロトコル フィールドに

137 以上のプロトコル ID 番号が含まれる場合、Junos OS はパケットをブロックします。

この例では、ゾーン 1 セキュリティ ゾーンから送信される未知のプロトコルをブロックする、

未知のプロトコル スクリーニングを構成します。
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構成

ステップごとの手順 未知のプロトコルを使用するパケットをドロップするには、以下の手順に従います。

1. 未知のプロトコル スクリーニングを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option unknown-protocol ip unknown-protocol

2. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen unknown-protocol

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

IP パケット フラグメント保護

• IP パケット フラグメント保護について 1230ページ

• 例: フラグメント化された IP パケットのドロップ 1231ページ

IP パケット フラグメント保護について

パケットが異なるネットワークを移動する場合、各ネットワークの MTU（最大伝送ユニット）

に基づいて、パケットをさらに小さなもの（フラグメント）へ分割する必要が生じることがあ

ります。 IP フラグメントには、特定の IP スタック 実装のパケット再アセンブリ コードの

脆弱性を不正利用するように攻撃者が意図したものが含まれることがあります。 被害者がこの

ようなパケットを受信すると、パケットの不正処理やシステム全体のクラッシュなど、さまざ

まな被害が生じます。 1231ページの図82 を参照してください。
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図 82: IP パケット フラグメント

Junos OS で、セキュリティ ゾーンの IP フラグメント拒否を有効にした場合、Junos OS は、

そのゾーンにバインドされたインターフェースで受信するすべての IP パケット フラグメント

をブロックします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: フラグメント化された IP パケットのドロップ

この例では、フラグメント化された IP パケットをドロップする方法を示します。

要件

始める前に、IP パケット フラグメント保護について理解しておきます。 1223ページの「「不審

なパケット属性の概要」」を参照してください。

概要

この機能が有効の場合、Junos OS は、セキュリティ ゾーンの IP フラグメントを拒否し、そ

のゾーンにバインドされたインターフェースで受信するすべての IP パケット フラグメントを

ブロックします。

この例では、ゾーン 1 セキュリティ ゾーンから送信されるフラグメント化された IP パケッ

トをドロップする、ブロック フラグメント スクリーニングを構成します。

構成

ステップごとの手順 フラグメント化された IP パケットをドロップするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option block-frag ip block-frag

2. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen block-frag

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]
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user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

SYN フラグメント保護

• SYN フラグメント保護について 1232ページ

• 例: SYN フラグメントを含む IP パケットのドロップ 1233ページ

SYN フラグメント保護について

IP は、TCP 接続を開始する IP パケットの TCP SYN セグメントをカプセル化します。 このパ

ケットの目的は接続を開始して応答の際に SYN/ACK セグメントを呼び出すことであるため、通

常、SYN セグメントにはデータは全く含まれていません。 この IP パケットは小さいため、フ

ラグメント化を行う合理的な理由はありません。

フラグメント化された SYN パケットは正常ではないため、疑わしいといえます。 慎重を期す

なら、保護されたネットワークにそのような未知の要素が侵入するのをブロックします。 1232

ページの図83 を参照してください。

図 83: SYN フラグメント
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SYN フラグメント検出スクリーニング オプションを有効にすると、パケットがフラグメント化

され、SYN フラグが TCP ヘッダーに設定されていることが IP ヘッダーから明らかとなった場

合、Junos OS はそのパケットを検出します。 Junos OS は、イングレス インターフェースの

スクリーニング カウンタ リストにイベントを記録します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

例: SYN フラグメントを含む IP パケットのドロップ

この例では、SYN フラグメントを含む IP パケットをドロップする方法を示します。

要件

始める前に、IP パケット フラグメント保護について理解しておきます。 1223ページの「「不審

なパケット属性の概要」」を参照してください。

概要

SYN フラグメント検出スクリーニング オプションを有効にすると、パケットがフラグメント化

され、SYN フラグが TCP ヘッダーに設定されていることが IP ヘッダーから明らかとなった場

合、Junos OS はそのパケットを検出します。 また、Junos OS は、イングレス インターフェー

スのスクリーニング カウンタ リストにイベントを記録します。

この例では、ゾーン 1 セキュリティ ゾーンから送信されるフラグメント化された SYN パケッ

トをドロップする、SYN フラグメント スクリーニングを構成します。

構成

ステップごとの手順 SYN フラグメントを含む IP パケットをドロップするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニングを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option syn-frag tcp syn-frag

2. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen syn-frag

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices
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第43章

サービス拒否攻撃

• DoS 攻撃の概要 1235ページ

• ファイアウォール DoS 攻撃 1235ページ

• ネットワーク DoS 攻撃 1243ページ

• OS 指定 DoS 攻撃 1262ページ

DoS 攻撃の概要

DoS （サービス拒否）攻撃の目的は、被害を与える標的に偽のトラフィックを大量に送り、そ

の偽のトラフィックの処理に追われて正当なトラフィックを処理できないようにすることです。

標的となる可能性があるのは、ファイアウォール、ファイアウォールがアクセスを制御するネッ

トワーク リソース、または各ホストの特定のハードウェア プラットフォームかオペレーティ

ング システムです。

DoS 攻撃が複数のソース アドレスから行われる場合、これは DDoS （分散サービス拒否）攻撃

と呼ばれます。 一般的に、DoS 攻撃のソース アドレスはスプーフィングされています。 DDoS

攻撃のソース アドレスがスプーフィングされているか、または攻撃を受けたホストの実アドレ

スが「ゾンビ エージェント」として攻撃を仕掛ける拠点に使用されている可能性があります。

このデバイスは、デバイス自体およびデバイスが保護するリソースを DoS および DDoS 攻撃か

ら防御します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1236ページのファイアウォール DoS 攻撃の概要

• 1243ページのネットワーク DoS 攻撃の概要

• 1262ページのOS 指定 DoS 攻撃の概要

ファイアウォール DoS 攻撃

• ファイアウォール DoS 攻撃の概要 1236ページ

• セッション テーブル フラッド攻撃 1236ページ

• SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃 1241ページ
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ファイアウォール DoS 攻撃の概要

DoS （サービス拒否）攻撃の目的は、被害を与える標的に偽のトラフィックを大量に送り、そ

の偽のトラフィックの処理に追われて正当なトラフィックを処理できないようにすることです。

Juniper Networks ファイアウォールを発見すると、攻撃者はファイアウォールの背後にある

ネットワークの代わりに、ファイアウォールそのものに DoS 攻撃を開始することがあります。

ファイアウォールに対して効果的な DoS 攻撃は、正当なトラフィックがファイアウォールを通

過しようとするのを阻止するため、保護されたネットワークに対しても効果的な DoS 攻撃とな

ります。

攻撃者は、セッション テーブル フラッドおよび SYN-ACK-ACK プロキシ フラッドを使用して

Junos OS の セッション テーブルを満杯にし、DoS を行うことがあります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

• 1243ページのネットワーク DoS 攻撃の概要

• 1262ページのOS 指定 DoS 攻撃の概要

• 1236ページのセッション テーブル フラッド攻撃について

セッション テーブル フラッド攻撃

• セッション テーブル フラッド攻撃について 1236ページ

• ソースベースのセッション制限について 1237ページ

• 例: ソースベースのセッション制限の設定 1237ページ

• 宛先ベースのセッション制限について 1239ページ

• 例: 宛先ベースのセッション制限の設定 1240ページ

セッション テーブル フラッド攻撃について

DoS 攻撃が成功すると、被害側は極めて大量の模造トラフィックを送りつけられ、正当な接続

要求の処理が不可能になります。 DoS 攻撃には、SYN フラッド、SYN-ACK-ACK フラッド、UDP

フラッド、ICMP フラッドなどのさまざまな形式がありますが、その目的はすべて同じで、被害

側のセッション テーブルを満杯にすることです。

セッション テーブルが満杯になると、ホストは新しいセッションを作成できず、新しい接続要

求を拒否し始めます。 ソースベースのセッション制限スクリーニング オプションおよび宛先

ベースのセッション制限スクリーニング オプションは、そのような攻撃を緩和するのに役立ち

ます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

• 1237ページのソースベースのセッション制限について

• 1243ページのSYN フラッド攻撃について

• 1241ページのSYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃について
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ソースベースのセッション制限について

同一のソース IP アドレスからの同時セッション数を制限するのに加えて、同一の宛先 IP ア

ドレスへの同時セッション数を制限することもできます。 ソースベースのセッション制限を設

定する利点の 1 つは、サーバーに伝染しそのサーバーから大量のトラフィックを生成し始める

Nimda ウィルス（実際には、ウィルスでかつワームです）などの攻撃を抑制できることです。

ウィルスが生成するトラフィックはすべて同一の IP アドレスから発生するため、ソースベー

スのセッション制限を行えば、ファイアウォールによってそのような過大量のトラフィックを

確実に抑えることができます。 1237ページの図84 を参照してください。

図 84: ソース IP アドレスベースのセッション制限

ソースベースのセッション制限を行うもう 1 つの利点は、すべての接続試行が同一のソース

IP アドレスから行われる場合に、ファイアウォールのセッション テーブルを満杯にしようと

するのを緩和できることです。

接続要求の許容数をどの要素によって定めるかを決定するには、一定期間にわたり観測と分析

を行い、標準的なトラフィック フローの基準を確立する必要があります。 また、使用してい

る特定の Juniper Networks プラットフォームのセッション テーブルを満杯にするのに必要と

なる同時セッションの最大数を考慮することも必要です。 セッション テーブルがサポートす

るセッションの最大数を調べるには、CLI コマンドの get session を使用します。 出力された

最初の行には、現在の（割り当てられた）セッション数、セッションの最大数、および失敗し

たセッションの割り当て数がリスト表示されます。

alloc 420/max 128000, alloc failed 0

ソースベースのセッション制限のデフォルト最大数は 128 の同時セッションですが、お使いの

ネットワーク環境およびプラットフォームに適するように調整が必要となることもあります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

• 1237ページの例: ソースベースのセッション制限の設定

例: ソースベースのセッション制限の設定

この例では、ソース IP に基づいてセッション数を制限する方法を示します。

• 要件 1238ページ

• 概要 1238ページ
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• 構成 1238ページ

• 確認 1239ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、DMZ および zone_a の任意の 1 台のサーバーから起動できるセッション数を制限

する方法を示します。 DMZ に存在するのは Web サーバーのみで、いずれもトラフィックを開

始できないため、ソース セッション制限を設定可能な最低値の 1 セッションに設定します。

また一方で、zone_a にはパーソナル コンピュータ、サーバー、プリンタなどが含まれ、それ

らの多数はトラフィックを開始します。 zone_a には、ソース セッション制限最大数を 80 同

時セッションに設定します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security screen ids-option 1-limit-session limit-session source-ip-based 1

set security zones security-zone dmz screen 1-limit-session

set security screen ids-option 80-limit-session limit-session source-ip-based 80

set security zones security-zone zone_a screen 80-limit-session

ステップごとの手順 ソースベースのセッション制限を構成するには、以下の手順に従います。

1. DMZ ゾーンのソース IP に基づいて同時セッション数を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 1-limit-session limit-session

source-ip-based 1

2. DMZ のセキュリティ ゾーンを構成制限に設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone dmz screen 1-limit-session

3. zone_a ゾーンのソース IP に基づいて同時セッション数を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 80-limit-session limit-session

source-ip-based 80

4. zone_a のセキュリティ ゾーンを構成制限に設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone_a screen 80-limit-session

結果 構成モードから、動作モードで show security screen ids-option 1-limit-session、show security

screen ids-option 1-limit-session、および show security zones コマンドを入力して構成内容

を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修

正します。

簡略化のため、この show security コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示しま

す。 システムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。
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[edit]

user@host# show security

...

ids-option 1-limit-session {

limit-session {

source-ip-based 1;

}

}

ids-option 80-limit-session {

limit-session {

source-ip-based 80;

}

}

...

security-zone dmz {

screen 1-limit-session;

}

security-zone zone_a {

screen 80-limit-session;

}

...

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソースベースのセッション制限の確認 1239ページ

ソースベースのセッション制限の確認

目的 ソースベースのセッション制限を確認します。

アクション 動作モードで、show security コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1236ページのセッション テーブル フラッド攻撃について

• 1237ページのソースベースのセッション制限について

• 1240ページの例: 宛先ベースのセッション制限の設定

宛先ベースのセッション制限について

同一のソース IP アドレスからの同時セッション数を制限するのに加えて、同一の宛先 IP ア

ドレスへの同時セッション数を制限することもできます。 しかし、策略に富む攻撃者は DDoS

（分散サービス拒否）攻撃を仕掛けることもあります。 DDoS 攻撃では、「ゾンビ エージェン

ト」と呼ばれ密かに攻撃者によって制御される数百ものホストから、不正なトラフィックが発

生することがあります。 SYN、UDP、および ICMP フラッド検出と防止のスクリーニング オプ

ションに加えて、宛先ベースのセッション制限を設定することによって、Junos OS は、任意の

1 台のホストへの許容可能な数の同時接続要求（ソースにかかわらず）のみを確実に許可しま

す。 1240ページの図85 を参照してください。
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図 85: 分散 DoS 攻撃

宛先ベースのセッション制限のデフォルト最大数は 128 の同時セッションですが、お使いの

ネットワーク環境およびプラットフォームに適するように調整が必要となることもあります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

• 1240ページの例: 宛先ベースのセッション制限の設定

• 1237ページのソースベースのセッション制限について

例: 宛先ベースのセッション制限の設定

この例では、宛先ベースのセッション制限を設定する方法を示します。

• 要件 1240ページ

• 概要 1240ページ

• 構成 1241ページ

• 確認 1241ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、1.2.2.5 の Web サーバーへのトラフィック量を制限します。 サーバーは DMZ に

あります。 この例では、外部ゾーンからこのサーバーへのトラフィック フローを 1 ヶ月間に

わたり観測した後、サーバーが受ける同時セッションの平均数が 2000 であると判断したと仮

定します。 また、新たにセッション制限を 2000 同時セッションに設定します。 トラフィッ

クがしばしば瞬間的にこの制限を超えることがありますが、この例では、散発的なサーバー ア

クセス不能が生じても、ファイアウォール セキュリティを優先させると仮定します。
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構成

ステップごとの手順 宛先ベースのセッション制限を設定するには、以下の手順に従います。

1. 同時セッション数を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 2000-limit-session limit-session

destination-ip-based 2000

2. 外部ゾーンのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone external_zone screen 2000-limit-session

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

2000-limit-session および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1239ページの宛先ベースのセッション制限について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃

• SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃について 1241ページ

• 例: SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃からの保護 1242ページ

SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃について

認証ユーザーが Telnet または FTP 接続を開始するとき、ユーザーは SYN セグメントを Telnet

または FTP サーバーに送信します。 Junos OS は SYN セグメントを代行受信し、セッション

テーブルにエントリを作成して SYN-ACK セグメントをユーザーにプロキシします。 その後に、

ユーザーは ACK セグメントで応答します。 この時点で、初回の 3 方向ハンドシェイクが完了

します。 Junos OS がユーザーにログイン プロンプトを送信します。 仮にユーザーに悪意が

あり、ログインせずに SYN-ACK-ACK セッションを起動し続けると、ファイアウォール セッショ

ン テーブルは満杯になり、正当な接続要求を拒否し始めます。

このような攻撃を阻止するために、SYN-ACK-ACK プロキシ保護スクリーニング オプションを有

効にできます。 同一の IP アドレスからの接続数が SYN-ACK-ACK プロキシしきい値に達する

と、Junos OS はそれ以降、その IP アドレスからの接続要求を拒否します。 デフォルトでし

きい値は、任意の単一の IP アドレスから 512 接続です。 このしきい値は、１～250,000 の

範囲で、ネットワーク環境のニーズに合わせた値に変更できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1235ページのDoS 攻撃の概要
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• 1242ページの例: SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃からの保護

例: SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃からの保護

この例では、SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃から保護する方法を示します。

• 要件 1242ページ

• 概要 1242ページ

• 構成 1242ページ

• 確認 1242ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、SYN-ACK-ACK プロキシ フラッドからの保護を有効にします。 値の単位は、ソー

ス アドレスあたりの接続数です。 デフォルト値は、任意の単一の IP アドレスから 512 接続

です。

構成

ステップごとの手順 SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃から保護するには、以下の手順に従います。

1. ソース セッション制限を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 1000-syn-ack-ack-proxy tcp syn-ack-ack-proxy

threshold 1000

2. ゾーン スクリーニングのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen 1000-syn-ack-ack-proxy

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

1000-syn-ack-ack-proxy および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1241ページのSYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要
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ネットワーク DoS 攻撃

• ネットワーク DoS 攻撃の概要 1243ページ

• SYN フラッド攻撃 1243ページ

• SYN クッキー保護 1254ページ

• ICMP フラッド保護 1257ページ

• UDP フラッド攻撃 1258ページ

• ランド攻撃 1260ページ

ネットワーク DoS 攻撃の概要

1 つまたは複数のネットワーク リソースに向けられた DoS （サービス拒否）攻撃では、その

標的には大量の SYN、ICMP、または UDP パケット、あるいは大量の SYN フラグメントがフラッ

ドされます。

攻撃者の目的、およびそれ以前の情報収集の程度と成功度合いに応じて、攻撃者は、デバイス

やサーバーなどの特定のホストを選び出すか、標的のネットワークにわたる任意のホストに狙

いを定めます。 いずれのアプローチも、被害を受けたホストのネットワーク全体に対する役割

に応じて、単一のホストまたはネットワーク全体のサービスを混乱させる可能性があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

• 1236ページのファイアウォール DoS 攻撃の概要

• 1262ページのOS 指定 DoS 攻撃の概要

SYN フラッド攻撃

• SYN フラッド攻撃について 1243ページ

• 例: SYN フラッド保護の有効化 1247ページ

• SYN フラッド保護オプションの構成（CLI 手順） 1248ページ

• 例: DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護の有効化 1248ページ

SYN フラッド攻撃について

SYN フラッドは、これ以上正当な接続要求を処理できなくなるような、不正な大量の接続要求

を開始する SYN セグメントによってホストが圧倒されたときに発生します。

2 台のホストは、3 方向ハンドシェイクとして知られるように、パケットを 3 回交換して TCP

接続を確立します。 つまり、A が SYN セグメントを B に送信し、B は SYN/ACK セグメント

で応答し、そして A が ACK セグメントで応答します。 SYN フラッド攻撃は、存在しないまた

は到達不能なアドレスとともに、偽造の（スプーフィングされた） IP ソース アドレスを含む

SYN セグメントでサイトを氾濫させます。 B は SYN/ACK セグメントでこれらのアドレスに応

答し、応答の ACK セグメントを待ちます。 SYN/ACK パケットは存在しない、または到達不能

な IP アドレスに送信されるため、応答を得ることはなく、結果としてタイムアウトします。

1244ページの図86 を参照してください。
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図 86: SYN フラッド攻撃

不正な TCP 接続でホストを氾濫させることによって、攻撃者は最終的に被害側のメモリ バッ

ファを満杯にします。 このバッファが満杯になると、ホストはそれ以降、新しい TCP 接続要

求を処理できません。 フラッドによって、被害側のオペレーティング システムも損傷を受け

ることがあります。 いずれの場合も、攻撃により被害を受けたホスト、およびそのホストの正

常な動作が不可能になります。

このトピックには以下のセクションがあります。

• SYN フラッド保護 1244ページ

• SYN フラッド オプション 1246ページ

SYN フラッド保護

Junos OS は、ファイアウォールの通過を許可される SYN パケットの １ 秒あたりの数を制限

できます。 攻撃しきい値は、宛先アドレスとポート、宛先アドレスのみ、またはソース アド

レスのみに設けることができます。 1 秒あたりの SYN セグメント数が、これらのしきい値の

いずれか 1 つを超えると、Junos OS は受信 SYN セグメントのプロキシ、SYN/ACK セグメント

での応答、そして不正な接続要求の接続キューへの保存を開始します。 不完全な接続要求は、

接続が完了するまであるいは要求がタイムアウトするまでキューに残ります。 1245ページの図87

では、SYN セグメント数が SYN 攻撃しきい値に到達し、Junos OS が SYN セグメントのプロキ

シを開始したところです。
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図 87: SYN セグメントのプロキシ

1245ページの図88 では、プロキシ接続キューが完全に満杯となり、Junos OS は新しい受信 SYN

セグメントを拒否しています。 このアクションは、保護されたネットワーク上のホストを不完

全な 3 方向ハンドシェイクの攻撃からシールドします。

図 88: 新しい SYN セグメントの拒否

プロキシ キューが最大限度未満に低下すると、デバイスは新しい SYN パケットを受信し始め

ます。
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注: 設定したしきい値をる不正な SYN 接続をプロキシする手順は、既存のポリシー

により許可されたトラフィックのみに関するものです。 ポリシーが存在しないトラ

フィックはすべて、自動的にドロップされます。

SYN フラッド オプション

次のパラメータを設定して、不正な TCP 接続要求をプロキシできます。

• [Attack Threshold]（攻撃しきい値）—このオプションでは、SYN プロキシ機構をアクティブ

にするのに必要な、同じ宛先アドレスへの 1 秒あたりの SYN セグメント数（つまり、SYN

フラグが設定された TCP セグメント）を設定できます。 しきい値は任意の値に設定できま

すが、適切なしきい値を設定するためには、サイトの正常なトラフィック パターンを知る必

要があります。 たとえば、通常 1 秒あたり 20,000 SYN セグメントを受信する電子ビジネ

ス サイトの場合は、しきい値を 30,000/秒に設定してください。 小規模なサイトが通常 1

秒あたり 20 SYN セグメントを受信する場合は、しきい値を 40 に設定することもできます。

• [Alarm Threshold]（アラームしきい値）—このオプションでは、Junos OS によってイベント

ログにアラ－ムが入力されるまでの、1 秒あたりのプロキシされた不完全 TCP 接続要求数を

設定できます。 同じ宛先アドレスへの、1 秒あたりのプロキシされた不完全接続要求の数が

アラームしきい値に設定した値を超えると、アラームが起動します。 たとえば、SYN 攻撃し

きい値を 1 秒あたり 2000 SYN セグメントに、アラームを 1000 に設定した場合、ログにア

ラーム エントリを発生させるには、同じ宛先アドレスへ合計で 1 秒あたり 1000 SYN セグ

メントが必要になります。

同じアドレスへの SYN セグメントで、アラームしきい値を超えたものそれぞれに対して、攻

撃検出モジュールはメッセージを生成します。 この 1 秒間の最後には、アラームしきい値

を超えた後に、同じ宛先アドレスとポート番号への SYN セグメントが到達した数を示す単一

のログ エントリに、ロギング モジュールがすべての類似メッセージを圧縮します。 攻撃が

最初の 1 秒を超えて継続する場合、イベント ログは、攻撃が停止するまで 1 秒毎にアラー

ムを入力します。

• [Source Threshold]（ソースしきい値）—このオプションでは、Junos OS が単一のソース IP

アドレスからの接続要求をドロップし始めるまでの、そのソース（宛先 IP アドレスにかか

わらず）からの 1 秒あたりの SYN セグメント数を指定できます。

ソース アドレスによる SYN フラッドのトラッキングでは、宛先アドレスによる SYN フラッ

ドのトラッキングとは異なる検出パラメータを使用します。 SYN 攻撃しきい値およびソース

しきい値を設定すると、基本 SYN フラッド保護機構およびソースベース SYN フラッド ト

ラッキング機構の両方が有効になります。

• [Destination Threshold]（宛先しきい値）—このオプションでは、Junos OS が単一の宛先

IP アドレスへの接続要求をドロップし始めるまでの、その宛先への 1 秒あたりの SYN セグ

メント数を指定できます。 保護されたホストが複数のサービスを実行する場合は、宛先ポー

ト番号にかかわらず、宛先 IP アドレスに基づいてしきい値を設定することもできます。

SYN 攻撃しきい値および宛先しきい値を設定すると、基本 SYN フラッド保護機構および宛先

ベース SYN フラッド トラッキング機構の両方が有効になります。

宛先アドレスによる SYN フラッドのトラッキングでは、宛先アドレスおよび宛先ポート番号

による SYN フラッドのトラッキングとは異なる検出パラメータを使用します。 次の例で、

Junos OS が、同じサーバーへの FTP 要求（ポート 21）および HTTP 要求（ポート 80）を

許可するポリシーを持つ場合を考えます。 SYN フラッド攻撃しきい値が毎秒 1000 パケット
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（pps）で、攻撃者が毎秒 999 FTP パケットおよび 999 HTTP パケットを送信しても、どち

らのパケット（同じ宛先アドレスとポート番号を持つように設定されている）によっても SYN

プロキシ機構はアクティブになりません。 基本 SYN フラッド攻撃機構は、アドレスおよび

ポート番号をトラッキングし、どちらのセットも攻撃しきい値の 1000 pps を超えません。

ところが、宛先しきい値が 1000 pps であれば、Junos OS は同じ宛先アドレスを持つ FTP

および HTTP パケットをともに 1 つのセットとして扱い、その宛先への 1001 番目のパケッ

ト（FTP または HTTP）を拒否します。

• [Timeout]（タイムアウト）—このオプションでは、不完全接続がキューからドロップされる

までの最長時間を設定できます。 デフォルトは20秒で、タイムアウトは 0～50 秒に設定で

きます。 タイムアウト値は、正常なトラフィック状態の間に接続がドロップしない程度にま

で、短くすることもできます。 3 方向ハンドシェイク ACK 応答に対しては、20 秒が無難な

タイムアウトです。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1247ページの例: SYN フラッド保護の有効化

• 1248ページのSYN フラッド保護オプションの構成（CLI 手順）

• 1248ページの例: DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護の有効化

例: SYN フラッド保護の有効化

この例では、SYN フラッド保護を有効にする方法を示します。

• 要件 1247ページ

• 概要 1247ページ

• 構成 1247ページ

• 確認 1248ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、zone-syn-flood 保護スクリーニング オプションを有効にし、タイムアウト値を

20 に設定します。 フラッドが発生したと考えられるゾーンも指定します。

構成

ステップごとの手順 SYN フラッド保護を有効にするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニング オブジェクト名を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option zone-syn-flood tcp syn-flood timeout 20

2. ゾーン スクリーニングのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen zone-syn-flood

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。
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[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

zone-syn-flood および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1243ページのSYN フラッド攻撃について

• 1248ページのSYN フラッド保護オプションの構成（CLI 手順）

• 1248ページの例: DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護の有効化

SYN フラッド保護オプションの構成（CLI 手順）

syn-flood パラメータを設定するには、次のコマンドを使用します。

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood attack-threshold number

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood alarm-threshold number

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood source-threshold number

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood destination-threshold number

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood timeout number

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1243ページのSYN フラッド攻撃について

• 1247ページの例: SYN フラッド保護の有効化

• 1248ページの例: DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護の有効化

例: DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護の有効化

この例では、DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護を有効にする方法を示します。

• 要件 1248ページ

• 概要 1248ページ

• 構成 1251ページ

• 確認 1254ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、外部ゾーンに対する SYN フラッド保護スクリーニング オプションを有効にする

ことによって、外部ゾーンから発生する SYN フラッド攻撃から DMZ の 4 台の Web サーバー

を保護する方法を示します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1248

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


注: Junos OS を利用して、各 Web サーバー上のデバイスレベルの SYN フラッド保

護に利用可能な SYN フラッド保護を強化することをお勧めします。 この例では、

Web サーバーは UNIX を稼動させており、接続要求キューの長さの調整や不正な接

続要求のタイムアウト期間の変更などの、いくつかのSYN フラッド防御を利用する

こともできます。

図 89: デバイスレベルの SYN フラッド保護
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使用するネットワークに適した値で SYN フラッド保護パラメータを構成するには、まず典型的

なトラフィック フローの基準を確立する必要があります。 たとえば、1 週間にわたり、

zone_external にバインドされたインターフェースである ethernet3 上で探知機能を稼動さ

せ、DMZ の 4 台の Web サーバーへ向けて到着する 1 秒あたりの新しい TCP 接続要求数を監

視します。 1 週間監視を行って収集したデータを分析した結果、次の統計結果が得られまし

た。

• サーバー 1 台あたりの新しい接続要求の平均数: 250/秒

• サーバー 1 台あたりの新しい接続要求の平均ピーク数: 500/秒
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注: 探知機能とはネットワークを分析するデバイスで、このデバイスを装着したネッ

トワーク セグメント上のパケットをキャプチャします。 ほとんどの探知機能では、

目的のトラフィックのタイプのみを収集するようにフィルタを定義できます。 その

後に、収集した情報を検討し評価できます。 この例では、SYN フラグが設定された

パケットを持ち、ethernet3 に到着し DMZ の 4 台の Web サーバーの中の 1 台に

向かうすべての TCP パケットを探知機能で収集することにします。 定期的な間隔

で探知機能を稼動させ続け、日時、曜日、月日、または季節に応じたトラフィック

パターンが存在するかを確認することもできます。 たとえば、企業によっては、ト

ラフィックはクリティカル イベント時に劇的に増加することも考えられます。 顕

著な変化があれば、さまざまなしきい値に調整を行うべきです。

この情報に基づいて、1250ページの表130 に表示されるように、zone_external に対して次の

SYN フラッド保護パラメータを設定します。

表130: SYN フラッド保護パラメータ

各値の説明値パラメータ

これは、サーバー 1 台あたり 1 秒あたりの新しい接続要求の平均ピーク数より

も 25% 高く、このネットワーク環境に対しては一般的ではありません。 4 台の

Web サーバーのいずれかに対する 1 秒あたりの SYN パケット数がこの数値を超

えると、デバイスはそのサーバーへの新しい接続要求のプロキシを開始します

（言い換えれば、1 秒以内の同じ宛先アドレスとポート番号への 626 番目の SYN

パケットから、デバイスはそのアドレスとポート番号への接続要求のプロキシを

開始します）。

625 pps攻撃しきい値

デバイスが 1 秒間に 251 の新しい接続要求をプロキシする場合は、イベント ロ

グにアラーム エントリを作成します。 アラームしきい値を攻撃しきい値より幾

分高く設定すると、トラフィック スパイクが攻撃しきい値をわずかに超えたため

に起こるアラーム エントリを防ぐことができます。

250 ppsアラームしきい値

ソースしきい値を設定すると、デバイスは、宛先アドレスおよびポート番号にか

かわらず、SYN パケットのソース IP アドレスをトラッキングします （このソー

スベースのトラッキングは、基本 SYN フラッド保護機構を構成する宛先アドレス

および宛先ポート番号に基づく、SYN パケットのトラッキングとは異なるもので

あることに注意が必要です）。

アクティビティを 1 週間監視した結果、すべてのサーバーの新しい接続要求の

1/25 が、1 秒以内の間隔で 1 つのソースから発生することが観測されました。

したがって、このしきい値を超える接続要求は一般的ではないため、デバイスで

プロキシ機構を実行するのに十分な条件となります （25 pps は 625 pps の攻撃

しきい値の 1/25 であることに注意してください）。

デバイスは、同じソース IP アドレスから 25 SYN パケットをトラッキングする

と、26 番目のパケットに始まりそれ以降、その 1 秒の残り時間と次の 1 秒間に

わたり、そのソースからの SYN パケットを拒否します。

25 ppsソースしきい値

宛先しきい値を設定すると、デバイスは、宛先ポート番号にかかわらず、宛先 IP

アドレスのみの分離したトラッキングを実行します。 4 台の Web サーバーは

HTTP トラフィック（宛先ポート 80）のみを受信し、他の宛先ポート番号へのト

ラフィックはそれらのサーバーには到達しないため、別途に宛先しきい値を設定

しても利点はありません。

0 pps宛先しきい値

デフォルト値の 20 秒は、不正な接続要求を保持するのに適切な時間です。20 秒タイムアウト
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.2.2.1/24

set interfaces fe-1/0/0 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone zone_dmz interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone zone_external interfaces fe-1/0/0.0

set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws1 1.2.2.10/32

set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws2 1.2.2.20/32

set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws3 1.2.2.30/32

set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws4 1.2.2.40/32

set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set web_servers address

ws1

set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set web_servers address

ws2

set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set web_servers address

ws3

set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set web_servers address

ws4

set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy id_1 match

source-address any destination-address web_servers application junos-http

set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy id_1 then permit

set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood alarm-threshold 250

attack-threshold 625 source-threshold 25 timeout 20

set security zones security-zone zone_external screen zone_external-syn-flood

ステップごとの手順 SYN フラッド保護パラメータを構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを設定します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.2.2.1/24

user@host# set interfaces fe-1/0/0 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

user@host# set security zones security-zone zone_dmz interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security zones security-zone zone_external interfaces fe-1/0/0.0

2. アドレスを定義します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws1

1.2.2.10/32

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws2

1.2.2.20/32

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws3

1.2.2.30/32

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws4

1.2.2.40/32

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set

web_servers address ws1

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set

web_servers address ws2

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set

web_servers address ws3
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user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set

web_servers address ws4

3. ポリシーを構成します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy

id_1 match source-address any

user@host# set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy

id_1 match destination-address web_servers

user@host# set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy

id_1 match application junos-http

user@host# set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy

id_1 then permit

4. スクリーニング オプションを構成します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood

alarm-threshold 250

user@host# set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood

attack-threshold 625

user@host# set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood

source-threshold 25

user@host# set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood

timeout 20

user@host# set security zones security-zone zone_external screen

zone_external-syn-flood

結果 構成モードで、show interfaces、show security zones、show security policies、および show

security screen コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合ってい

ない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 1.2.2.1/24;

}

}

}

fe-1/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

...

[edit]

user@host# show security zones

...
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security-zone zone_dmz {

address-book {

address ws1 1.2.2.10/32;

address ws2 1.2.2.20/32;

address ws3 1.2.2.30/32;

address ws4 1.2.2.40/32;

address-set web_servers {

address ws1;

address ws2;

address ws3;

address ws4;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone zone_external {

screen zone_external-syn-flood;

interfaces {

fe-1/0/0.0;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone zone_external to-zone zone_dmz {

policy id_1 {

match {

source-address any;

destination-address web_servers;

application junos-http;

}

then {

permit;

}

}

}

[edit]

user@host# show security screen

...

ids-option zone_external-syn-flood {

tcp {

syn-flood {

alarm-threshold 250;

attack-threshold 625;

source-threshold 25;

timeout 20;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護の確認 1254ページ

DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護の確認

目的 DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護を確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces、show security zones、show security policies、および show

security screen ids-option zone_external-syn-flood コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1243ページのSYN フラッド攻撃について

• 1247ページの例: SYN フラッド保護の有効化

• 1248ページのSYN フラッド保護オプションの構成（CLI 手順）

SYN クッキー保護

• SYN クッキー保護について 1254ページ

• 例: SYN クッキー保護の有効化 1255ページ

SYN クッキー保護について

SYN クッキーは、SYN フラッド攻撃に対する他の防御と併用できるステートレス SYN プロキシ

機構です。

従来の SYN プロキシと同様に、SYN クッキーは、SYN フラッド攻撃のしきい値を超えるとアク

ティブになります。 ただし、SYN クッキーはステートレスなので、セッションを設定したり、

SYN セグメントを受信したときにポリシー ルックアップとルート ルックアップを行ったりせ

ず、接続要求キューも管理しません。 これは、CPU およびメモリの使用量を大幅に減らし、従

来の SYN プロキシ機構上で SYS クッキーを使用する主な利点となります。

SYN クッキーが Junos OS で有効になっており、宛先サーバーの TCP ネゴシエーション プロ

キシになる場合、ISN （Initial Sequence Number）として暗号化されたクッキーを含む SYN/ACK

を使用して、各受信 SYN セグメントに応答します。 クッキーは、元のソース アドレスとポー

ト番号、宛先アドレスとポート番号、元の SYN パケットからの ISN の MD5 ハッシュです。

クッキーの送信後、Junos OS は元の SYN パケットをドロップし、メモリから計算されたクッ

キーを削除します。 クッキーを含むパケットへの応答がない場合は、攻撃がアクティブ SYN

攻撃とみなされ、的確に停止させられます。

開始側ホストが TCP ACK フィールドにクッキー +1 を含む TCP パケットに応答する場合、Junos

OS はクッキーを抽出し、値から 1 を引きクッキーを再計算して、クッキーが正当な ACK であ

ることを確認します。 クッキーが正当であると確認されると、Junos OS はセッションを設定

し、元の SYN からのソース情報を含むサーバーに SYN を送信することによって、TCP プロキ

シ処理を開始します。 Junos OS がサーバーから SYN/ACK を受信すると、サーバーおよび開始

側ホストに ACK を送信します。 接続が確立された時点で、ホストとサーバーは互いに直接交

信することができます。
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注: SYN クッキーまたは SYN プロキシを使用すると、SRX シリーズ デバイスは、

その背後にある TCP サーバーを IPv6 フローの SYN フラッド攻撃から保護できま

す。

1255ページの図90 に、Junos OS で SYN クッキーがアクティブになっている場合に、開始側ホス

トとサーバー間で接続を確立する方法を示します。

図 90: SYN クッキーがアクティブの場合の、接続の確立

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1255ページの例: SYN クッキー保護の有効化

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

例: SYN クッキー保護の有効化

この例では、SYN クッキー保護を有効にする方法を示します。

• 要件 1256ページ

• 概要 1256ページ

• 構成 1256ページ

• 確認 1256ページ
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要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、external-syn-flood タイムアウト値を 20 に設定し、外部スクリーニングのセ

キュリティ ゾーンを external-syn-flood に設定します。 また、保護モードを syn-cookie

に設定します。

注: SYN クッキー機能は、スプーフィングされた SYN フラッド攻撃のみを検出およ

び防御できるため、Junos OS によって保護されているホストへの悪影響を最小限に

とどめることができます。 攻撃者がスプーフィングされた IP ソースではなく正当

な IP ソース アドレスを使用している場合、SYN クッキー機構は攻撃を阻止しませ

ん。

構成

ステップごとの手順 SYN クッキー保護を有効にするには、以下の手順に従います。

1. external-syn-flood を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option external-syn-flood tcp syn-flood timeout

20

2. 外部スクリーニングのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone external screen external-syn-flood

3. 保護モードを設定します。

[edit]

user@host# set security flow syn-flood-protection-mode syn-cookie

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

external-syn-flood および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1254ページのSYN クッキー保護について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要
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ICMP フラッド保護

• ICMP フラッド攻撃について 1257ページ

• 例: ICMP フラッド保護の有効化 1258ページ

ICMP フラッド攻撃について

ICMP フラッドは通常、ICMP エコー要求が被害側のシステムに大量の要求を送って過負荷状態

にし、被害側がそのシステムが要求への応答にすべてのリソースを費やして、正当なネットワー

クトラフィックを処理できなくなった場合に発生します。

注: これにより、フロー モードで生成される ICMP メッセージは 10 秒毎に 20 の

メッセージにレート制限されます。 レート制限は CPU 別に計算されます。

ICMP フラッド保護機能を有効にした場合、一度超過すると ICMP フラッド攻撃保護機能を呼び

出すしきい値を設定することができます （デフォルトしきい値は、毎秒 1000 パケットです）。

しきい値を超えると、Junos OS はそれ以降、その 1 秒の残り時間と次の 1 秒間にわたり、

ICMP エコー要求を無視します。 1257ページの図91 を参照してください。

注: ICMP フラッド攻撃には、ICMP メッセージであればどんなタイプのものでも使

われる可能性があります。 したがって Junos OS は、エコー要求以外の ICMP メッ

セージもすべて監視の対象とします。

図 91: ICMP フラッディング

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1258ページの例: ICMP フラッド保護の有効化

• 1235ページのDoS 攻撃の概要
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例: ICMP フラッド保護の有効化

この例では、ICMP フラッド保護を有効にする方法を示します。

• 要件 1258ページ

• 概要 1258ページ

• 構成 1258ページ

• 確認 1258ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、ICMP フラッド保護を有効にします。 値の単位は、ICMP パケット毎秒（pps）で

す。 デフォルト値は 1000 pps です。 フラッドが発生したと考えられるゾーンを指定します。

構成

ステップごとの手順 ICMP フラッド保護を有効にするには、以下の手順に従います。

1. ICMP フラッドのしきい値を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 1000-icmp-flood icmp flood threshold 1000

2. ゾーン スクリーニングのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen 1000-icmp-flood

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

1000-icmp-flood および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1257ページのICMP フラッド攻撃について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

UDP フラッド攻撃

• UDP フラッド攻撃について 1259ページ

• 例: UDP フラッド保護の有効化 1259ページ
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UDP フラッド攻撃について

ICMP フラッドと同様に、UDP フラッドは、被害側が有効な接続をこれ以上処理できなくなるま

で被害側のシステムを低下させる目的で、攻撃者が UDP データグラムを含む IP パケットを送

信したときに発生します。

UDP フラッド保護機能を有効にした場合、一度超過すると UDP フラッド攻撃保護機能を呼び出

すしきい値を設定することができます （デフォルトしきい値は、毎秒 1000 パケット（pps）

です）。1 つまたは複数のソースから 単一の宛先および UDP ポートへ向かう UDP データグラ

ム数がこのしきい値を超えると、Junos OS はそれ以降、その 1 秒の残り時間と次の 1 秒間に

わたり、その宛先およびポートへの UDP データグラムを無視します。 1259ページの図92 を参照

してください。

図 92: UDP フラッディング

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1259ページの例: UDP フラッド保護の有効化

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

例: UDP フラッド保護の有効化

この例では、UDP フラッド保護を有効にする方法を示します。

• 要件 1259ページ

• 概要 1260ページ

• 構成 1260ページ

• 確認 1260ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

1259Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第43章: サービス拒否攻撃

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


概要

この例では、UDP フラッド保護を有効にします。 値の単位は、UDP パケット毎秒（pps）です。

デフォルト値は 1000 pps です。 フラッドが発生したと考えられるゾーンを指定します。

構成

ステップごとの手順 UDP フラッド保護を有効にするには、以下の手順に従います。

1. UDP フラッドのしきい値を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 1000-udp-flood udp flood threshold 1000

2. 外部スクリーニングのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone external screen 1000-udp-flood

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

1000-udp-flood および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1259ページのUDP フラッド攻撃について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

ランド攻撃

• ランド攻撃について 1260ページ

• 例: ランド攻撃からの保護 1261ページ

ランド攻撃について

宛先およびソース IP アドレスの両方として被害側の IP アドレスを含み、スプーフィングさ

れた SYN パケットを攻撃者が送信すると、SYN 攻撃と IP スプーフィングを組み合わせたラン

ド攻撃が発生します。

受信システムは、SYN-ACK パケットをシステム自体に送信することにより応答し、アイドル タ

イムアウト値に達するまで続く空接続を作成します。 そのような空接続でシステムをフラッド

すると、システムは過負荷状態となり、DoS （サービス拒否）を引き起こす可能性があります。

1261ページの図93 を参照してください。
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図 93: ランド攻撃

ランド攻撃をブロックするためにスクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS は SYN

フラッド防御および IP スプーフィング保護の要素を組み合わせ、この類の攻撃試行を検出し

ブロックします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1261ページの例: ランド攻撃からの保護

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

例: ランド攻撃からの保護

この例では、ランド攻撃から保護する方法を示します。

• 要件 1261ページ

• 概要 1261ページ

• 構成 1261ページ

• 確認 1262ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、ランド攻撃からの保護を有効にする方法を示します。 この例では、セキュリティ

スクリーニング オブジェクト名を land に設定し、セキュリティ ゾーンを zone に設定しま

す。

構成

ステップごとの手順 ランド攻撃からの保護を有効にするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニング オブジェクト名を指定します。
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[edit]

user@host# set security screen ids-option land tcp land

2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen land

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

land および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1260ページのランド攻撃について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

OS 指定 DoS 攻撃

• OS 指定 DoS 攻撃の概要 1262ページ

• Ping of Death 攻撃 1262ページ

• ティアドロップ攻撃 1264ページ

• WinNuke 攻撃 1266ページ

OS 指定 DoS 攻撃の概要

アクティブ ホストの IP アドレスおよび応答するポート番号だけでなく、その OS （オペレー

ティング システム）までも識別している場合、攻撃者は強引な攻撃を行う代わりに、1 パケッ

トまたは 2 パケットを「消滅」させるようなより巧妙な攻撃を仕掛けることがあります。

Ping of Death 攻撃、ティアドロップ攻撃、WinNuke 攻撃などの OS 指定 DoS （サービス拒

否）攻撃は、最小の労力でシステムを動作不能にするおそれがあります。 これらの攻撃に脆弱

なホストを Junos OS で保護している場合は、攻撃者が標的に到達する前にこれらの攻撃を検

出しブロックするように Junos OS を構成できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1263ページのPing of Death 攻撃について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

Ping of Death 攻撃

• Ping of Death 攻撃について 1263ページ

• 例: Ping of Death 攻撃からの保護 1263ページ
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Ping of Death 攻撃について

Ping of Death 攻撃などの OS 指定 DoS 攻撃は、最小の労力でシステムを動作不能にするおそ

れがあります。

最大許容 IP パケット サイズは、通常 20 バイトのパケット ヘッダーを含めて、65,535 バイ

トです。 ICMP エコー要求は、8 バイトの擬似ヘッダーを持つ IP パケットです。 したがっ

て、ICMP エコー要求のデータ領域の最大許容サイズは 65,507 バイト（65,535 - 20 - 8 =

65,507）です。

ただし、多くの ping 実装では、65,507 バイトを超えるパケット サイズが指定できます。 過

大サイズの ICMP パケットは、DoS （サービス拒否）、クラッシュ、フリーズおよび再起動な

どさまざまな有害なシステム反応を引き起こす可能性があります。

Ping of Death スクリーニング オプションを有効にすると、たとえ攻撃者が意図的にパケット

をフラグメント化してトータル パケット サイズを隠しても、Junos OS は、そのような過大で

変則的なパケット サイズを検出し拒否します。 1263ページの図94 を参照してください。

注: IP 規格については、RFC 791、「インターネット プロトコル」 を参照してく

ださい。 ICMP 規格については、RFC 792、「インターネット制御メッセージ プ

ロトコル」 を参照してください。 Ping of Death 攻撃については、http:

//www.insecure.org/sploits/ping-o-death.html を参照してください。

図 94: Ping of Death

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1263ページの例: Ping of Death 攻撃からの保護

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

例: Ping of Death 攻撃からの保護

この例では、Ping of Death 攻撃から保護する方法を示します。

• 要件 1264ページ

• 概要 1264ページ

• 構成 1264ページ

• 確認 1264ページ
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要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、Ping of Death 攻撃からの保護を有効にし、攻撃が発生したゾーンを指定します。

構成

ステップごとの手順 Ping of Death からの保護を有効にするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニング オブジェクト名を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option ping-death icmp ping-death

2. ゾーン スクリーニングのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen ping-death

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

ping-death および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1263ページのPing of Death 攻撃について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

ティアドロップ攻撃

• ティアドロップ攻撃について 1264ページ

• 例: ティアドロップ攻撃からの保護 1265ページ

ティアドロップ攻撃について

ティアドロップ攻撃などの OS 指定 DoS （サービス拒否）攻撃は、最小の労力でシステムを動

作不能にするおそれがあります。

ティアドロップ攻撃は、フラグメント化した IP パケットの再アセンブリを利用します。 IP

ヘッダー内のフィールドの 1 つにフラグメント オフセット フィールドがあります。このフィー

ルドは、フラグメント化されていない本来のパケットのデータに関して、フラグメント化され

たパケットに含まれるデータの開始位置、すなわちオフセットを示します。 1265ページの図95

を参照してください。
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図 95: ティアドロップ攻撃

フラグメント化した 1 つのパケットのオフセットとサイズの合計が、フラグメント化した次の

パケットのものと異なる場合、パケットは重複し、パケットを再アセンブリするサーバーがク

ラッシュする可能性があります。サーバーがこの脆弱性を持つ OS を稼動させている場合は特

に、クラッシュしやすくなります。 1265ページの図96 を参照してください。

図 96: フラグメントの不一致

ティアドロップ攻撃スクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS はフラグメント化

したパケットにこの不一致を検出するたびに、そのパケットをドロップします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1265ページの例: ティアドロップ攻撃からの保護

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

例: ティアドロップ攻撃からの保護

この例では、ティアドロップ攻撃から保護する方法を示します。

• 要件 1265ページ

• 概要 1266ページ

• 構成 1266ページ

• 確認 1266ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。
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概要

この例では、ティアドロップ攻撃からの保護を有効にし、攻撃が発生したゾーンを指定します。

構成

ステップごとの手順 ティアドロップ攻撃からの保護を有効にするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニング名を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option tear-drop ip tear-drop

2. スクリーニングをセキュリティ ゾーンに関連付けます。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen tear-drop

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

tear-drop および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1264ページのティアドロップ攻撃について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

WinNuke 攻撃

• WinNuke 攻撃について 1266ページ

• 例: WinNuke 攻撃からの保護 1267ページ

WinNuke 攻撃について

WinNuke 攻撃などの OS 指定 DoS （サービス拒否）攻撃は、最小の労力でシステムを動作不能

にするおそれがあります。

WinNuke とは、Windows を稼動させているインターネット上の任意のコンピュータを標的とす

る DoS 攻撃です。 攻撃者は、接続を確立したホストに（通常は、緊急（URG）フラグを設定し

た NetBIOS ポート 139 に） TCP セグメントを送信します（1267ページの図97 を参照）。 これ

によって NetBIOS フラグメント オーバーラップが誘発され、その結果、Windows を稼動させ

ている多くのシステムがクラッシュします。 攻撃されたシステムを再起動すると、攻撃が発生

したことを示す次のメッセージが表示されます。

An exception OE has occurred at 0028:[address] in VxD MSTCP(01) +

000041AE. This was called from 0028:[address] in VxD NDIS(01) +

00008660. It may be possible to continue normally.

Press any key to attempt to continue.
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Press CTRL+ALT+DEL to restart your computer. You will lose any unsaved information in all

applications.

Press any key to continue.

図 97: WinNuke 攻撃の指標

WinNuke 攻撃防御スクリーニング オプションを有効にすると、Junos OS は受信するすべての

Microsoft NetBIOS セッション サービス（ポート 139）パケットをスキャンします。 Junos

OS は、これらのパケットの 1 つに URG フラグが設定されているのを観測すると、URG フラグ

の設定解除、URG ポインタのクリア、修正パケットの転送を行い、イベント ログにエントリを

作成して WinNuke 攻撃試行をブロックしたことを示します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1267ページの例: WinNuke 攻撃からの保護

• 1235ページのDoS 攻撃の概要

例: WinNuke 攻撃からの保護

この例では、WinNuke 攻撃から保護する方法を示します。

• 要件 1267ページ

• 概要 1267ページ

• 構成 1267ページ

• 確認 1268ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、WinNuke 攻撃からの保護を有効にし、攻撃が発生したゾーンを指定します。

構成

ステップごとの手順 WinNuke 攻撃からの保護を有効にするには、以下の手順に従います。

1. スクリーニング名を指定します。
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[edit]

user@host# set security screen ids-option winnuke tcp winnuke

2. スクリーニングをセキュリティ ゾーンに関連付けます。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen winnuke

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

winnuke および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1266ページのWinNuke 攻撃について

• 1235ページのDoS 攻撃の概要
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第11部

アプリケーション識別

• Junos OS アプリケーション識別 1271ページ

• アプリケーション ファイアウォール 1301ページ

• AppTrack アプリケーション トラッキング 1313ページ

• アプリケーションのサービス品質（QoS） 1319ページ
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第44章

Junos OS アプリケーション識別

• Junos OS アプリケーション識別サービスについて 1271ページ

• Junos OS アプリケーション識別アプリケーション パッケージ 1272ページ

• ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別 1276ページ

• Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション シグネチャ定義 1278ページ

• Junos OS アプリケーション識別でのアプリケーション グループ サポート 1288ページ

• アプリケーション システム キャッシュ 1293ページ

• メモリおよびセッションの制限 1296ページ

• 暗号化 P2P アプリケーションのヒューリスティック検出 1299ページ

• Junos OS アプリケーション識別の無効化（CLI 手順） 1299ページ

• オンボックス アプリケーション識別統計 1300ページ

Junos OS アプリケーション識別サービスについて

Juniper Networks では、非標準ポートで実行されている伝送制御プロトコル（TCP）およびユー

ザー データグラム プロトコル（UDP）アプリケーションを検出する定義済みアプリケーション

シグネチャを提供しています。 アプリケーション識別機能には次のような利点があります。

• AppTrack を使用して、デバイスを通過するアプリケーションを追跡および報告できます。

• 侵入検出および防止（IDP）によって、非標準ポートで動作するアプリケーションに適切な攻

撃オブジェクトを適用できます。

• アプリケーションの攻撃シグネチャのスコープをデコーダなしで絞り込むことにより、パ

フォーマンスが向上します。

• AppFW を使用して、アプリケーションベースのルールおよびファイアウォールを作成できま

す。

• AppQoS を使用して、アプリケーション認識に基づくサービス品質の優先化を提供します。

アプリケーション シグネチャは、セッションの最初のパケットのパターンを照合してアプリ

ケーションを識別します。 アプリケーション識別モジュールは、client-to-server と

server-to-client の両方向のセッションのパターンを照合します。

アプリケーションの識別機能はデフォルトで有効になっており、侵入検出および防止（IDP）、

AppFW、AppQoS、または AppTrack を構成すると自動的にオンになります。 ただし、ポリシー

ルールでアプリケーションを指定すると、アプリケーション識別機能は無効になり、攻撃オブ
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ジェクトは指定したアプリケーションに応じて適用されます。 この特定のアプリケーション構

成は、自動識別プロセスよりも優先されます。

注: Junos OS 事前定義済みアプリケーション シグネチャ パッケージへの更新は、

個別にライセンスが与えられている加入サービスによって許可されます。 Juniper

Networks によって提供されるシグネチャ データベース更新をダウンロードしてイ

ンストールするには、アプリケーション識別アプリケーション シグネチャ更新ライ

センス キーをデバイスにインストールする必要があります。 ライセンス キーが期

限切れになった場合、ローカルに格納されているアプリケーション シグネチャ パッ

ケージ コンテンツは引き続き使用できますが、パッケージを更新することはできま

せん。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices

• 875ページの例: IDP アプリケーションおよびサービスの構成

• 941ページのIDP アプリケーション識別について

• 1313ページのAppTrack について

• 1272ページのOS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて

• 1278ページのJunos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について

• 843ページのIDP ポリシーの概要

• 942ページの攻撃オブジェクトによる IDP サービスおよびアプリケーション バインディング

について

Junos OS アプリケーション識別アプリケーション パッケージ

• OS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて 1272ページ

• Junos OS アプリケーション識別抽出アプリケーション パッケージの手動更新（CLI 手

順） 1274ページ

• Junos OS アプリケーション識別抽出アプリケーション パッケージの確認 1275ページ

OS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて

Juniper Networks は、事前定義済みアプリケーション シグネチャ パッケージ データベース

を定期的に更新し、Juniper Networks Web サイトで加入者が使用できるようにします。 この

パッケージには、既知のアプリケーション オブジェクトのシグネチャ定義が含まれており、ト

ラッキング、ファイアウォール ポリシー、サービス品質の優先化、侵入検出および防止（IDP）

のためにアプリケーションの識別に使用できます。 データベースには、アプリケーション オ

ブジェクト（FTP や DNS など）のほか、HTTP プロトコルで動作するネストされたアプリケー

ション（Facebook、Kazaa、多数のインスタント メッセンジャー プログラムなど）が含まれて

います。

アプリケーション識別、アプリケーション ファイアウォール ポリシー、または AppTrack を

構成する前に、アプリケーション シグネチャ パッケージをダウンロードしてインストールす
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る必要があります。 アプリケーション シグネチャ パッケージは IDP インストールに直接含

まれており、個別にダウンロードする必要はありません。

• IDP が有効になっており、アプリケーション識別を使用する場合は、続いて IDP シグネチャ

データベースのダウンロードを実行できます。 IDP シグネチャ データベースをダウンロー

ドするには、コマンド request security idp security-package download を実行します。 ア

プリケーション パッケージのダウンロードは、手動または自動で実行できます。

注: IDP が有効になったデバイスで、アプリケーション識別を使用する場合は、

IDP シグネチャ データベースだけをダウンロードすることを推奨します。 これ

により、非同期になる可能性のある 2 つのバージョンのアプリケーション デー

タベースの混在を避けることができます。

• IDP が有効になっておらず、アプリケーション識別を使用する場合は、コマンド request

services application-identification download および request services

application-identification install を実行できます。 これらのコマンドは、IDP シグネチャ

データベースのアプリケーション部分を抽出し、アプリケーション シグネチャ データベー

スとしてインストールします。

ダウンロードは手動または自動で実行できます。 抽出されたパッケージを手動でダウンロー

ドする場合は、ダウンロード URL を変更することができます。

注: Junos OS アプリケーション シグネチャ パッケージ更新は、個別にライセン

スが与えられている加入サービスです。 Juniper Networks によって提供される

シグネチャ データベース更新をダウンロードしてインストールするには、アプリ

ケーション シグネチャ パッケージ更新ライセンス キーをデバイスにインストー

ルする必要があります。 ライセンス キーが期限切れになった場合、ローカルに

格納されているアプリケーション シグネチャ パッケージ コンテンツは引き続き

使用できますが、データを更新することはできません。

アプリケーション シグネチャ パッケージをダウンロードしてインストールしたら、CLI コマ

ンドを使用して、データベース更新をダウンロードしてインストールしたり、アプリケーショ

ン情報のサマリーと詳細を表示したり、カスタム アプリケーション シグネチャおよびカスタ

ム アプリケーション シグネチャ グループを作成したりします。

アプリケーション シグネチャ データベースから事前定義済みアプリケーション シグネチャま

たはアプリケーション シグネチャ グループをコピーし、テンプレートとして使用して、カス

タム シグネチャまたはシグネチャ グループを作成できます。 すべての事前定義済み Juniper

アプリケーション シグネチャはプレフィックス「junos」で始まるため、カスタム シグネチャ

またはシグネチャ グループの名前に「junos」を使用しないようにしてください。

注: 事前定義済みアプリケーション シグネチャ パッケージをアンインストールし

ても、作成したカスタム アプリケーション シグネチャまたはシグネチャ グループ

は削除されません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices

• 1278ページのJunos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について

• 923ページのIDP シグネチャ データベースについて

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 例: Junos OS アプリケーション識別抽出アプリケーション パッケージの自動更新

Junos OS アプリケーション識別抽出アプリケーション パッケージの手動更新（CLI 手順）

始める前に、ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

Juniper Networks は、事前定義済みアプリケーション シグネチャ パッケージ データベース

を定期的に更新し、Juniper Networks Web サイトで使用できるようにします。 このパッケー

ジには、トラフィックを照合するために、侵入検出および防止（IDP）、アプリケーション ファ

イアウォール ポリシー、および AppTrack で使用できるアプリケーション オブジェクトが含

まれています。

このトピックでは、アプリケーション シグネチャ パッケージをダウンロードし、ポリシーを

作成して、アクティブ ポリシーとして識別する方法ついて説明します。

1. アプリケーション パッケージを手動でダウンロードするには、以下のコマンドを使用しま

す。

user@host> request services application-identification download

• 特定のバージョンのアプリケーション パッケージをダウンロードするには、以下のコマ

ンドを使用します。

user@host>request services application-identification download version version-number

• 構成モードでアプリケーション パッケージのダウンロード URL を変更するには、以下の

コマンドを使用します。

[edit]

user@host#set services application-identification download url URL or File Path

注: ダウンロード URL を変更し、その変更を維持する場合は、必ずコミット

してください。

2. ダウンロードを表示するには、以下のコマンドを使用します。

user@host>request services application-identification download status

ダウンロードが成功すると、次のメッセージが表示されます。

Application package xxxx is downloaded successfully

syslog にもダウンロードの結果が表示されます。

3. ダウンロード後にアプリケーション パッケージをインストールするには、以下のコマンド

を使用します。

user@host>request services application-identification install
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デバイス上のアプリケーション シグネチャ データベースにアプリケーション パッケージ

がインストールされます。

• アプリケーション パッケージをアンインストールするには、以下のコマンドを使用しま

す。

user@host>request services application-identification uninstall

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

• 1272ページのOS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて

• 例: Junos OS アプリケーション識別抽出アプリケーション パッケージの自動更新

Junos OS アプリケーション識別抽出アプリケーション パッケージの確認

目的 アプリケーション パッケージを正常にダウンロードしてインストールしたら、以下のコマンド

を使用して、事前定義済みアプリケーション シグネチャ パッケージ コンテンツを表示しま

す。

アクション 現在のバージョンのアプリケーション パッケージを表示します。•

show services application-identification version

Application package version: 1608

• インストールしたアプリケーション シグネチャのサマリーまたは詳細情報を表示します。

user@host> show services application-identification application detail junos:FTP

Application Name: junos:FTP

Application type: FTP

Description: This signature detects the File Transfer Protocol (FTP), which provides facilities

for transferring files to and from remote computer systems.

It usually runs on TCP port 21.

Application ID: 63

Disabled: No

Number of Parent Group(s): 1

Application Groups:

junos:file-server

Application Tags:

characteristic : Supports File Transfer

characteristic : Known Vulnerabilities

characteristic : Capable of Tunneling

risk : 3

category : FILE-SERVER

Port Mapping:

Default ports: TCP/21

Signature:

Port range: TCP/0-24,26-65535

Client-to-server

DFA Pattern:

\[(USER|STAT|PORT|CHMOD|ACCOUNT|BYE|ASCII|GLOB|HELP|AUTH|SYST|QUIT|STOR|PASV|CWD|PWD|MDTM|FEAT|OPTS)\](\s|\x0d

0a\x|\x0a\x).*

Regex Pattern: None

Server-to-client

DFA Pattern: (220|230|331|530)[\s\-].*

Regex Pattern: None
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Minimum data client-to-server: 8

Minimum data server-to-client: 8

Order: 71

• 事前定義済みアプリケーション シグネチャ グループのサマリーまたは詳細情報を表示しま

す。

user@host> show services application-identification group summary

Application Group(s): 24

Application Groups Disabled ID

my:enterprise No 32770

junos:enterprise:voip No 25

junos:peer-to-peer:voip No 24

junos:peer-to-peer:chat No 23

junos:peer-to-peer:file-sharing No 22

...

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1272ページのOS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて

• 例: Junos OS アプリケーション識別抽出アプリケーション パッケージの自動更新

ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別

• ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別について 1276ページ

• ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別の有効化（CLI 手

順） 1277ページ

• ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別拡張機能について 1277ページ

ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別について

アプリケーション プロトコルのカプセル化をさらに活用するには、同じレイヤー 7 プロトコ

ルで動作する複数のアプリケーションの識別をサポートする必要があります。 たとえば、

Facebook や Yahoo Messenger などのアプリケーションは、両方とも HTTP 経由で動作します

が、同じレイヤー 7 プロトコルで動作する 2 つの異なるアプリケーションとして識別される

必要があります。 これを実現するため、現在のアプリケーション識別レイヤーはネストされた

レイヤー 7 アプリケーションとレイヤー 7 プロトコルの 2 つのレイヤーに分割されていま

す。

組み込まれた事前定義済みプリケーション シグネチャは、ネストされたレイヤー 7 アプリケー

ションを検出するために作成されていますが、、FTP や HTTP などの既存のレイヤー 7 プロト

コル シグネチャは引き続き同じように機能します。 これらの事前定義済みアプリケーション

シグネチャは攻撃オブジェクトで使用できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1272ページのOS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて

• Activating IDP Application Identification for Nested Applications (CLI Procedure)

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて
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ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別の有効化（CLI 手順）

ネストされたアプリケーションのアプリケーション識別は、デフォルトでオンになっています。

これは、CLI を使用して手動でオフにすることができます。

• ネストされたアプリケーション識別を無効にするには、no-nested-application オプションを

設定します。

user@host# set services application-identification nested-application-settings

no-nested-application

• ネストされたアプリケーション識別を再度有効にするには、no-nested-application オプショ

ンを削除します。

user@host# delete services application-identification nested-application-settings

no-nested-application

デバイスの構成が終了したら、この構成の変更をコミットします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

• 945ページのネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別について

• 1272ページのOS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別拡張機能について

ネストされたアプリケーション識別モジュールは、HTTP コンテキストのパターンに基づいて、

ネストされたアプリケーションを検出します。 ただし、一部の HTTP セッションは、TLS およ

び SSL で暗号化されています。

アプリケーション識別は、TLS または SSL セッションからサーバー名情報またはサーバー証明

書を抽出することもできます。 アプリケーション識別検出機能は、抽出されたサーバー名情報

に基づいて、ネストされたアプリケーションを識別し、サーバー名に応じてサービス固有のコ

ンテキストを生成します。

注: TLS セッションの同じコンテキストで、複数のメンバーを含む複合シグネチャ

を定義できます。 ネストされたアプリケーション複合シグネチャは、同じレイヤー

7 プロトコルで IDP 複合シグネチャとして動作します。。 したがって、そのメン

バーは同じレイヤー 7 プロトコルに属しています。

同じアプリケーションを HTTP および TLS セッションの両方で実行することができます。 両

方のプロトコルでアプリケーションを識別する場合は、ネストされた同じアプリケーションを

指定するが異なるレイヤー 7 プロトコルを指定する、2 つのネストされたアプリケーション

シグネチャを定義することができます。 アプリケーション識別は、これらを同じアプリケー

ションと認識します。 たとえば、HTTP および TLS プロトコルの両方で Facebook を定義して

おり、適切なコンテキストの定義済みシグネチャ パターンがトラフィックに含まれている場
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合、アプリケーション識別は、HTTP セッションおよび TLS セッションを Facebook アプリケー

ションとして報告します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション シグネチャ定義

• Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について 1278ページ

• 例: Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義の構成 1282ページ

• 例: Junos OS アプリケーション識別のネストされたカスタム アプリケーション定義の構

成 1284ページ

Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について

アプリケーション識別は、ユーザー定義カスタム アプリケーション シグネチャ、ネストされ

たアプリケーション シグネチャ、およびシグネチャ グループをサポートしています。 カスタ

ム アプリケーション シグネチャは、ご使用の環境に固有であり、事前定義済みアプリケーショ

ン パッケージには含まれていません。 アプリケーション パッケージを更新またはアンインス

トールする際、カスタム シグネチャおよびシグネチャ グループは変更または削除されません。

注: アクティブなセキュリティ ポリシー、カスタム アプリケーション シグネチャ、

またはシグネチャ グループのいずれかが Junos OS 構成の事前定義済みアプリケー

ション シグネチャまたはシグネチャ グループを参照している場合、アンインストー

ル操作は失敗します。

カスタム アプリケーション シグネチャを作成するには、CLI を使用して、名前、アプリケー

ションが動作するプロトコルとポート、シグネチャ パターン、および一致基準を指定します。

操作を簡単にするには、類似した事前定義済みアプリケーション シグネチャまたはグループを

コピーして、ご使用の環境で動作する一意のアプリケーションを識別するようにその特性を変

更します。

アプリケーション シグネチャおよびアプリケーション シグネチャ グループを表示するには、

show services application-identification application および show services

application-identification group コマンドを使用します。

事前定義済みアプリケーション シグネチャまたはシグネチャ グループをモデルとして使用す

るためにコピーするには、request services application-identification application copy また

は request services application-identification group copy コマンドを入力します。 このコ

マンドを使用すると、「junos」プレフィックスがプレフィックス「my」と置換されて、コピー

に自動的に名前が付けられます （「junos」プレフィックスは、事前定義済みアプリケーショ

ン シグネチャおよびグループに予約されています）。同じ事前定義済みアプリケーション シ

グネチャおよびシグネチャ グループをコピーできるのは一度だけです。 重複したカスタム シ

グネチャおよびグループは許可されません。 カスタム アプリケーション シグネチャまたはシ

グネチャ グループの名前をご使用の環境に適した一意の名前に変更します。
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事前定義済みシグネチャおよびグループとは異なり、カスタム アプリケーション シグネチャ

およびグループは、事前定義済みアプリケーション シグネチャ データベースではなく構成階

層に保存されます。 カスタム アプリケーション シグネチャおよびシグネチャ グループは

[services application-identification] 階層にあります。 ネストされたアプリケーションのカ

スタム アプリケーション シグネチャは [services application-identification

nested-application] 階層にあります。

事前定義済みシグネチャの ID および順序のフィールドはコピー時に消去されます。 シグネ

チャまたはグループの構成変更がコミットされると、新しいエントリが自動的に生成されます。

このトピックには、以下のセクションがあります。

• カスタム アプリケーション定義 1279ページ

• ネストされたカスタム アプリケーション定義 1281ページ

カスタム アプリケーション定義

1279ページの表131 は、カスタム アプリケーション シグネチャの作成に使用できる属性の一覧

とその説明です。 階層レベルは [edit services application-identification application

application-name] です。

表131: カスタム アプリケーション シグネチャ属性

説明属性

カスタム アプリケーション シグネチャまたはシグネチャ グループの名前。 最大

長 32 文字の一意の名前である必要があります。 （必須）

application-name

シグネチャ属性

パターン一致のアプリケーション シグネチャ属性を定義します。 （必須）signature

client-to-server 方向のトラフィックの属性を定義します。

dfa-pattern: シグネチャと照合するパターンを指定します。 最大長は 1023 です。

（オプション）

regex: client-to-server トラフィックと照合する正規表現を指定します。

client-to-server
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表131: カスタム アプリケーション シグネチャ属性 （続き）

説明属性

パターン一致の順に、指定した別のアプリケーション シグネチャの前にカスタム

アプリケーション シグネチャを配置します。 複数のパターンが同じセッションと

一致した場合は、順序番号の最も小さいものが最優先されます。 insert-before

<signature name> を入力しない場合、指定したカスタム シグネチはすべての事前

定義済みシグネチャの後に挿入されます。 シグネチャが変更されるたびに、順序値

が内部で生成されます。

注: 複数のシグネチャが同じセッションと一致し、セッション宛先ポートがシグネ

チャのデフォルト ポートのいずれかと一致した場合は、「ポート」番号が

「insert-before」属性よりも優先されます。

また、インストールおよびアンインストール操作には以下の条件が適用されます。

• 新しい事前定義済みシグネチャ パッケージをインストールする際、カスタム シ

グネチャが事前定義済みシグネチャの前に挿入されているが、その事前定義済み

シグネチャが新しいダウンロードに存在しない場合、インストール操作は失敗し

ます。 まず insert-before <signature name> を削除し、インストール操作を再

試行してから、新しい事前定義済みシグネチャ パッケージに基づいてカスタム

シグネチャを適切な位置に再度挿入します。

• 事前定義済みシグネチャをアンインストールする際、いずれかのカスタム シグネ

チャ が事前定義済みシグネチャの前に挿入されている場合は、まず insert-before

<signature name> を削除します。そうしないと、アンインストール操作は失敗し

ます。

insert-before 属性を使用した場合に Junos OS 構成のシグネチャがどのように並

べ替えられるかについては、1280ページの表132 を参照してください。

insert-before

dfa-pattern が適用されるバイトまたはパケットの最小数。 デフォルトは 10、範

囲は 4 ～ 1024（バイト）です。

min-data

デフォルト範囲: TCP/0 ～ 65,535、UDP/0 ～ 65,535。 （オプション）port-range

server-to-client 方向のトラフィックの属性を定義します。

dfa-pattern: シグネチャと照合するパターンを指定します。 最大長は 1023 です。

（オプション）

regex: server-to-client トラフィックと照合する正規表現を指定します。

server-to-client

1280ページの表132 では、insert-before 属性を使用してカスタム シグネチャを追加し、シグネ

チャのリストを並べ替える方法を示します。

表132: insert-before 属性によるシグネチャの並べ替え

順序シグネチャ

1事前定義済みシグネチャ A

2事前定義済みシグネチャ B

3事前定義済みシグネチャ C

事前定義済みシグネチャ B の前にカスタム シグネチャ A を挿入:
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表132: insert-before 属性によるシグネチャの並べ替え （続き）

1事前定義済みシグネチャ A

2カスタム シグネチャ A

3事前定義済みシグネチャ B

4事前定義済みシグネチャ C

カスタム シグネチャ A の前にカスタム シグネチャ B を挿入:

1事前定義済みシグネチャ A

2カスタム シグネチャ B

3カスタム シグネチャ A

4事前定義済みシグネチャ B

5事前定義済みシグネチャ C

ネストされたカスタム アプリケーション定義

1281ページの表133 は、ネストされたカスタム アプリケーション シグネチャの作成に使用でき

る属性の一覧とその説明です。 階層レベルは [edit services application-identification

nested-application nested-application-name] です。

表133: ネストされたカスタム アプリケーション シグネチャ属性

説明属性

ネストされたアプリケーション カスタム シグネチャの名前。 最大長 32 文字の一

意の名前である必要があります。 （必須）

nested-application-name

ネストされたアプリケーションを識別するために監視されるプロトコル。 HTTP が

サポートされています。

protocol

シグネチャ属性

ネストされたアプリケーション カスタム シグネチャの名前。 最大長 32 文字の一

意の名前である必要があります。 （必須）

signature name

シグネチャには複数のメンバーを含めることができます。 chain-order がオンに

なっている場合、これらのメンバーは順に読み込まれます。 このオプションのデ

フォルトでは、チェーン順序はありません。 シグネチャに含まれているメンバーが

1 つだけの場合、このオプションは無視されます。

chain-order

パターン一致の順に、指定した別のアプリケーション シグネチャの前にカスタム

アプリケーション シグネチャを配置します。 この属性については、1279ページの表

131 を参照してください。

insert-before

照合を行う前に発生するトランザクションの最大数。maximum-transactions
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表133: ネストされたカスタム アプリケーション シグネチャ属性 （続き）

説明属性

ネストされたカスタム アプリケーション シグネチャのメンバー名を定義します。

カスタム シグネチャには、アプリケーションの属性を定義する複数のメンバーを含

めることができます （メンバー名の範囲は m01 ～ m16 です）。

member name

http-url などのサービス固有のコンテキストを定義します。context

パターン一致に適用するパケットの接続方向。 オプションは any、

client-to-server、または server-to-client です。

direction

コンテキストで照合する dfa パターンを定義します。pattern

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1282ページの例: Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義の構成

• 1272ページのOS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

例: Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義の構成

この例では、Junos OS アプリケーション識別のカスタム アプリケーション シグネチャを構成

する方法を示します。

• 要件 1282ページ

• 概要 1282ページ

• 構成 1282ページ

• 確認 1284ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

アプリケーション識別は、デバイスを通過するアプリケーションを検出するカスタム アプリ

ケーション シグネチャをサポートしています。 カスタム シグネチャを構成する際は、シグネ

チャが一意であることを確認してください。

この例では、my-app という名前のアプリケーション シグネチャを作成します。 このアプリ

ケーションは、ポート 6400（0 ～ 65,535 の TCP ポート範囲内のポート）から HTTP プロト

コルで動作します。 両方向のすべてのトラフィックについて、最初の 2 つのパケットに dfa

パターン \xff\x[\xfa-\xff].* がないか確認するとします。

構成

CLI 簡単構成 カスタム アプリケーション シグネチャをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーし

て CLI に貼り付けます。
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[edit]

set services application-identification application my-HTTP signature port-range tcp

0–65535

set services application-identification application my-HTTP signature client-to-server

dfa-pattern \xff\x[\xfa-\xff].*

set services application-identification application my-HTTP signature server-to-client

dfa-pattern \xff\x[\xfa-\xff].*

set services application-identification application my-HTTP signature min-data 2

set services application-identification application my-HTTP signature insert-before

facebook-access

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

カスタム アプリケーション シグネチャを構成するには、以下の手順に従います。

1. カスタム アプリケーションの名前を設定します。 「junos」プレフィックスは事前定義

済みアプリケーション シグネチャに予約されているため、使用しないでください。

[edit services application-identification]

user@host# set application my-HTTP

2. シグネチャのポート範囲から開始して、シグネチャ情報を設定します。

[edit services application-identification]

user@host# set application my-HTTP signature port-range tcp 0–65535.

3. シグネチャの client-to-server 方向の dfa パターンを設定します。

[edit services application-identification]

user@host# set application my-HTTP signature client-to-server dfa-pattern

\xff\x[\xfa-\xff].*

4. シグネチャの server-to-client 方向の dfa パターンを設定します。

[edit services application-identification]

user@host# set application my-HTTP signature server-to-client dfa-pattern

\xff\x[\xfa-\xff].*

5. シグネチャの最小データ値を設定します。

[edit services application-identification]

user@host# set application my-HTTP signature min-data 2

6. 必要に応じて、構成の別のアプリケーションの前に、照合するカスタム シグネチャを挿

入します。

[edit services application-identification]

user@host# set application my-HTTP signature insert-before junos:facebook-access

結果 構成モードで、show services application-identification コマンドを入力して構成内容を確認

します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

[edit]

user@host# show services application-identification

application my-HTTP {
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signature {

port-range {

tcp 0-65535;

}

client-to-server {

dfa-pattern "\xff\x[\xfa-\xff].*";

}

server-to-client {

dfa-pattern "\xff\x[\xfa-\xff].*";

}

min-data 2;

insert-before junos:facebook-access;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• カスタム アプリケーション定義の確認 1284ページ

カスタム アプリケーション定義の確認

目的 デバイスで構成されている事前定義済みおよびカスタム アプリケーションのシグネチャと設定

を表示します。 事前定義済みアプリケーション シグネチャ名には、プレフィックス「junos」

が使用されることに注意してください

アクション 構成モードで、show services application-identification コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1278ページのJunos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について

• 1272ページのOS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 944ページの例: IDP ポリシーでのアプリケーション識別の構成

例: Junos OS アプリケーション識別のネストされたカスタム アプリケーション定義の構成

この例では、Junos OS アプリケーション識別のネストされたカスタム アプリケーション シグ

ネチャを構成する方法を示します。

• 要件 1285ページ

• 概要 1285ページ

• 構成 1286ページ

• 確認 1287ページ
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要件

始める前に、ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

概要

アプリケーション識別は、HTTP アプリケーション内でネストされたアプリケーションを検出す

るカスタム アプリケーション シグネチャをサポートしています。 カスタム アプリケーショ

ン シグネチャを構成する際は、仕様が一意であることを確認してください。

この例では、my-social-website-app という名前の、ネストされたカスタム アプリケーション

シグネチャを定義します。 これは HTTP 内でネストされ、特定のソーシャル Web サイトと対

話します。

my-social-website-sig という名前の単一のシグネチャ仕様は、my-social-website-app を識

別するための検索方法および一致基準を定義します。 このネストされたアプリケーションが存

在するかどうかを判断するには、client-to-server トラフィックの最初の 3 つのトランザク

ションだけを確認すれば十分です。 単一のシグネチャ メンバーで指定した基準に基づいて、

HTTP ヘッダーの http-header-host 部分である m01 にパターン

".*(facebook\.com|fbcdn\.net)" がないか確認します。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set services application-identification nested-application my-social-website-app signature

my-social-website-sig:Social-Website-App member m01 context http-header-host pattern

".*(facebook\.com|fbcdn\.net)" direction client-to-server

set services application-identification nested-application my-social-website-app signature

my-social-website-sig:Social-Website-App maximum-transactions 3

set services application-identification nested-application my-social-website-app protocol

HTTP

set services application-identification nested-application my-social-website-app

insert-before junos:facebook-access

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ネストされたカスタム アプリケーション シグネチャを作成するには、以下の手順に従います。

1. アプリケーション名を設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-social-website-app

2. プロトコルを設定します。

[edit services application-identification]

user@host# set nested-application my-social-website-app protocol HTTP

3. シグネチャ情報を設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-social-website-app signature

my-social-website-sig:Social-Website-App

4. アプリケーション属性を定義するシグネチャに m01 という名前のメンバーを作成します

（メンバー名の範囲は m01 ～ m16 です）。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-social-website-app signature

my-social-website-sig:Social-Website-App member m01

5. アプリケーションの照合に使用するコンテキストを設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-social-website-app signature

my-social-website-sig:Social-Website-App member m01 context http-header-host

6. 照合するパターンを設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-social-website-app signature

my-social-website-sig:Social-Website-App member m01 dfa-pattern

".*(facebook\.com|fbcdn\.net)"

7. トラフィックを照合する方向を指定します。
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[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-social-website-app signature

my-social-website-sig:Social-Website-App member m01 direction client-to-server

8. 一致を検索するトランザクションの最大数を 3 に設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-social-website-app signature

my-social-website-sig:Social-Website-App maximum-transactions 3

9. パターン一致順序に insert-before シグネチャ名を設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-social-website-app signature

my-social-website-sig:Social-Website-App insert-before junos:facebook-access

結果 構成モードで、show services application-identification コマンドを入力して構成内容を確認

します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

[edit]

user@host# show services application-identification

nested-application my-social-website-app {

protocol HTTP;

signature my-social-website-sig:Social-Website-App {

member m01 {

context http-header-host;

dfa-pattern ".*(facebook\.com|fbcdn\.net)";

direction client-to-server;

}

maximum-transactions 3;

insert-before junos:facebook-access;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ネストされたカスタム アプリケーション定義の確認 1287ページ

ネストされたカスタム アプリケーション定義の確認

目的 このデバイスの事前定義済みおよびカスタム アプリケーション シグネチャおよびネストされ

たアプリケーション シグネチャを表示します。

アクション 構成モードで、show services application-identification コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1278ページのJunos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について

• 1272ページのOS アプリケーション識別アプリケーション パッケージについて
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• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

Junos OS アプリケーション識別でのアプリケーション グループ サポート

• Junos OS アプリケーション識別のアプリケーション グループ化について 1288ページ

• Junos OS アプリケーション識別でのアプリケーション グループ サポートの有効化 1289ページ

• 例: Junos OS アプリケーション識別のアプリケーション グループの構成 1290ページ

Junos OS アプリケーション識別のアプリケーション グループ化について

Junos OS でアプリケーション グループ化を使用すると、複数のアプリケーションを単一の名

前でグループ化して、ポリシー定義の精度と一貫性を改善することができます。 事前定義済み

アプリケーションとユーザー定義アプリケーションの両方を一緒にグループ化することができ

ます。

アプリケーション グループの階層は、関連アプリケーションをリーフ ノードとして含むツリー

構造に似ています。 グループ any はルート ノードを参照します。 グループ unassigned は

常にルートから 1 レベルの位置にあり、最初はすべてのアプリケーションが含まれています。

グループを定義すると、アプリケーションは未割り当てグループから新しいグループに割り当

てられます。 グループを削除すると、そのグループのアプリケーションは未割り当てグループ

に戻されます。

アプリケーションはグループに割り当てるか、または未割り当てのままにすることができます

が、複数のグループに割り当てることはできません。 単一のグループに割り当てるアプリケー

ションの数またはデバイスに対して構成できるアプリケーション グループの数に、特定の制限

はありません。

カスタム アプリケーション グループと名前が重複しないように、すべての事前定義済みアプ

リケーション グループのアプリケーション グループ名はプレフィックス「junos」で始まりま

す。 事前定義済みアプリケーション グループ内でアプリケーションのリストを変更すること

はできません。 ただし、事前定義済みアプリケーション グループをコピーして、カスタム ア

プリケーション グループを作成するためのテンプレートとして使用することはできます。

事前定義済みアプリケーション グループをカスタマイズするには、まず、その事前定義済みグ

ループを無効にする必要があります。 無効にした事前定義済みアプリケーション グループは、

アプリケーション データベースの更新後も無効のままになることに注意してください。 次に、

動作コマンド request services application-identification group を使用して、無効にした事

前定義済みアプリケーション グループをコピーできます。 コピーしたグループが構成ファイ

ルに配置され、プレフィックス「junos」が「my」に変更されます。 この時点で、「my」アプ

リケーション グループのアプリケーションのリストを変更し、グループ名を一意の名前に変更

できます。

あるカスタム グループから別のカスタム グループにアプリケーションを再割り当てするには、

現在のカスタム アプリケーション グループからアプリケーションを削除し、別のカスタム グ

ループに再割り当てする必要があります。

request services application-identification コマンドの使用については、『Junos OS CLI

Reference』を参照してください。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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Junos OS アプリケーション識別でのアプリケーション グループ サポートの有効化

すべてのアプリケーション グループは、デフォルトで有効になっています。 事前定義済みア

プリケーション グループは、インストール時に有効になります。 カスタム アプリケーション

グループは、作成時に有効になります。

• 事前定義済みアプリケーション グループに対しては、request services

application-identification group コマンドを使用して、グループを無効にしたり再度有効に

したりできます。 事前定義済みシグネチャまたはシグネチャ グループを削除することはで

きません。

• 事前定義済みアプリケーション グループを無効にするには、以下のコマンドを使用しま

す。

user@host> request services application-identification group disable

predefined-application-group-name

• 無効にした事前定義済みアプリケーション グループを再度有効にするには、以下のコマン

ドを使用します。

user@host> request services application-identification group enable

predefined-application-group-name

詳細については、『Junos OS CLI Reference』を参照してください。

• カスタム アプリケーション シグネチャおよびシグネチャ グループを削除したり、カスタム

アプリケーション グループからアプリケーションまたはアプリケーション グループを削除

することができます。

• カスタム アプリケーション グループを削除するには、以下のコマンドを使用します。

user@host#delete application-group application-group-name

• カスタム アプリケーション グループからアプリケーションを削除するには、以下のコマ

ンドを使用します。

user@host#delete application-group application-group-name applications application-name

• カスタム アプリケーション グループからアプリケーション グループを削除するには、以

下のコマンドを使用します。

user@host#delete application-group name application-group-name-A application-groups

application-group-name-B

上記のコマンドは、application-group-name-A から application-group-name-B を削除しま

す。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference
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例: Junos OS アプリケーション識別のアプリケーション グループの構成

この例では、Junos OS アプリケーション識別のカスタム アプリケーション グループを構成す

る方法を示します。

• 要件 1290ページ

• 概要 1290ページ

• 構成 1290ページ

要件

始める前に、IDP またはアプリケーション識別セキュリティ パッケージからシグネチャ デー

タベース全体をインストールします。

概要

Junos OS でアプリケーション識別を使用すると、ポリシーでアプリケーションをグループ化す

ることができます。 アプリケーションは、事前定義済みおよびカスタム アプリケーション グ

ループでグループ化できます。 IDP またはアプリケーション識別セキュリティ パッケージの

一部として、事前定義済みアプリケーション グループ全体をダウンロードできます。 ポリシー

を定義するときに一貫して再利用するために、類似したアプリケーションのセットを含むカス

タム アプリケーション グループを作成できます。

注: 事前定義済みアプリケーション グループで定義されているアプリケーションを

変更することはできません。 ただし、動作コマンド request services

application-identification group group-name copy を使用して事前定義済みアプリ

ケーション グループをコピーし、カスタム アプリケーション グループを作成し

て、アプリケーションのリストを変更することができます。 request services

application-identification コマンドについては、『Junos OS CLI Reference』を参

照してください。

この例では、アプリケーション グループのアプリケーションを定義したり、アプリケーション

グループからアプリケーションを削除したり、アプリケーション グループを別のアプリケー

ション グループ内に含める方法を示します。

構成

• Junos OS アプリケーション識別ユーザー定義アプリケーション グループの構成 1290ページ

• ユーザー定義アプリケーション グループからのアプリケーションの削除 1292ページ

• アプリケーション グループの子アプリケーション グループの作成 1292ページ

Junos OS アプリケーション識別ユーザー定義アプリケーション グループの構成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set services application-identification application-group my_web
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set services application-identification application-group my_web applications junos:HTTP

set services application-identification application-group my_web applications junos:FTP

set services application-identification application-group my_web applications junos:GOPHER

set services application-identification application-group my_web applications junos:AMAZON

set services application-identification application-group my_peer

set services application-identification application-group my_peer applications

junos:BITTORRENT

set services application-identification application-group my_peer applications

junos:BITTORRENT-DHT

set services application-identification application-group my_peer applications

junos:BITTORRENT-UDP

set services application-identification application-group my_peer applications

junos:BITTRACKER

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

アプリケーション識別のカスタム アプリケーション グループを構成するには、以下の手順に

従います。

1. カスタム アプリケーション グループの名前を設定します。

[edit services application-identification]

user@host# set application-group my_web

2. カスタム アプリケーション グループに含めるアプリケーションのリストを追加します。

[edit services application-identification]

user@host# set application-group my_web applications junos:HTTP

user@host# set application-group my_web applications junos:FTP

user@host# set application-group my_web applications junos:GOPHER

user@host# set application-group my_web applications junos:AMAZON

3. 2 つ目のカスタム アプリケーション グループの名前を設定します。

[edit services application-identification]

user@host# set application-group my_peer

4. グループに含めるアプリケーションのリストを追加します。

[edit services application-identification]

user@host# set application-group my_peer applications junos:BITTORRENT

user@host# set application-group my_peer applications junos:BITTORRENT-DHT

user@host# set application-group my_peer applications junos:BITTORRENT-UDP

user@host# set application-group my_peer applications junos:BITTRACKER

結果 構成モードで、show services application-identification コマンドを入力して構成内容を確認

します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

[edit]

user@host#show services application-identification

application group my_web {

junos:HTTP;

junos:FTP;

junos:GOPHER;

junos:AMAZON
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}

application group my_peer {

junos:BITTORRENT;

junos:BITTORRENT-DHT;

junos:BITTORRENT-UDP;

junos:BITTRACKER;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

ユーザー定義アプリケーション グループからのアプリケーションの削除

CLI 簡単構成 アプリケーション識別のユーザー定義アプリケーション グループからアプリケーションをすば

やく削除するには、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

delete services application-identification application-group my_web applications

junos:AMAZON

ステップごとの手順 カスタム アプリケーション グループからアプリケーションを削除するには、以下の手順に従

います。

1. カスタム アプリケーション グループからアプリケーションを削除します。

[edit services application-identification]

user@host# delete application-group my_web applications junos:AMAZON

結果 構成モードで、show services application-identification application-group my_web コマンド

を入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成

手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show services application-identification application-group my_web

application group my_web {

junos:HTTP;

junos:FTP;

junos:GOPHER;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

アプリケーション グループの子アプリケーション グループの作成

CLI 簡単構成 この例のセクションを迅速に構成するために、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイル

に貼り付け、改行を削除し、各自のネットワーク構成に合わせて詳細を変更します。次に、そ

のコマンドをコピーして、CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set services application-identification application-group p2p

set services application-identification application-group p2p application-groups my_web

set services application-identification application-group p2p application-groups my_peer
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ステップごとの手順 カスタム アプリケーション グループの子アプリケーション グループを構成するには、以下の

手順に従います。

1. 子アプリケーション グループを構成するカスタム アプリケーション グループの名前を

設定します。

[edit services application-identification]

user@host# set application-group p2p

2. 子アプリケーション グループを追加します。

[edit services application-identification]

user@host# set application-group p2p application-groups my_web

uer@host# set application-group p2p application-groups my_peer

結果 構成モードで、show services application-identification コマンドを入力して構成内容を確認

します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

[edit]

user@host#show services application-identification

application-group p2p {

applications-groups {

my_web;

my_peer;

}

}

application group my_web {

junos:HTTP;

junos:FTP;

junos:GOPHER;

}

application group my_peer {

junos:BITTORRENT;

junos:BITTORRENT-DHT;

junos:BITTORRENT-UDP;

junos:BITTRACKER;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

アプリケーション システム キャッシュ

• アプリケーション システム キャッシュについて 1294ページ

• アプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報の非アクティブ化（CLI

手順） 1294ページ
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• ネストされたアプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報につい

て 1295ページ

• ネストされたアプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報の非アク

ティブ化（CLI 手順） 1295ページ

• アプリケーション システム キャッシュ統計の確認 1296ページ

アプリケーション システム キャッシュについて

アプリケーション システム キャッシュ（ASC）は、アプリケーション タイプと、対応する宛

先 IP アドレス、宛先ポート、プロトコル タイプ、およびサービスとの間のマッピングを保存

します。

アプリケーションが識別されると、特定のシステムで動作しているアプリケーションに必要な

パターン一致が 1 つだけになるように ASC にその情報が保存されることにより、識別プロセ

スが高速化されます。

一致したシグネチャに client-to-server パターンと server-to-client パターンの両方が含

まれている場合にのみ、ASC にマッピングが保存されます。 このプロセスは、別のアプリケー

ションと見なされるように正当なサーバー ポートを介して悪質なパケットを送信するハッカー

からシステムを保護します。

デフォルトでは、ASC はマッピング情報を 3600 秒間保存します。 ただし、キャッシュ タイ

ムアウト値は CLI を使用して構成することができます。

パフォーマンスへの影響を最小限に抑えるために、アプリケーション システム キャッシュは、

伝送制御プロトコル（TCP）またはユーザー データグラム プロトコル（UDP）トラフィックが

キャッシュ ルックアップをトリガーしたときにだけ更新されます。 キャッシュ ルックアップ

が行われない場合、キャッシュ タイムアウト後でも ASC のエントリは変更されません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 1296ページのアプリケーション システム キャッシュ統計の確認

アプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報の非アクティブ化（CLI 手順）

アプリケーション キャッシングは、デフォルトでオンになっています。 このキャッシングは、

CLI を使用して手動でオフにすることができます。

user@host# set services application-identification no-application-system-cache

アプリケーション システム キャッシュ（ASC）に対して CLI 動作モードで show コマンドを

使用すると、アプリケーション キャッシュは off としてリストされます。 キャッシュに以前

の実装のデータが含まれている場合は、キャッシュされたデータも表示されます。

user@host> show services application-identification application-system-cache

Application System Cache Configurations:

application-cache: on

nested-application-cache: on

cache-unknown-result: on

cache-entry-timeout: 3600 seconds

pic: 5/0

IP address: 1.1.1.1 Port: 80 Protocol: TCP

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1294

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


Application: HTTP:FACEBOOK-APP

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1296ページのアプリケーション システム キャッシュ統計の確認

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

ネストされたアプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報について

パフォーマンスを向上させるために、ネストされたアプリケーション識別情報はアプリケーショ

ン システム キャッシュ（ASC）に保存されます。 ASC は、別のアプリケーションが識別され

ると更新されます。 ネストされたアプリケーション情報がキャッシュされない状況は以下のと

おりです。

• ネストされたアプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュがオフになっ

ている場合。

• 一致したアプリケーション シグネチャに client-to-server メンバーだけが含まれている場

合。

• トランザクションに対して有効な server-to-client 応答が見られない場合。 これは、攻撃

者が無効な client-to-server 要求を送信して ASC を侵害することを防ぐためです。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 1296ページのアプリケーション システム キャッシュ統計の確認

ネストされたアプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報の非アクティブ化（CLI
手順）

ネストされたアプリケーションのキャッシングは、デフォルトでオンになっています。 この

キャッシングは、CLI を使用して手動でオフにすることができます。

user@host# set services application-identification nested-application-settings

no-application-system-cache

アプリケーション システム キャッシュ（ASC）に対して CLI 動作モードで show コマンドを

使用すると、アプリケーション キャッシュおよびネストされたアプリケーション キャッシュ

は off としてリストされます。 キャッシュに以前の実装のデータが含まれている場合は、

キャッシュされたデータも表示されます。

user@host> show services application-identification application-system-cache

Application System Cache Configurations:

application-cache: on

nested-application-cache: on

cache-unknown-result: on

cache-entry-timeout: 3600 seconds

pic: 5/0

IP address: 1.1.1.1 Port: 80 Protocol: TCP

Application: HTTP:FACEBOOK-APP
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Activating IDP Application Identification for Nested Applications (CLI Procedure)

• 1296ページのアプリケーション システム キャッシュ統計の確認

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

アプリケーション システム キャッシュ統計の確認

目的 アプリケーション システム キャッシュ（ASC）統計を確認します。

注: アプリケーション システム キャッシュは、アプリケーション識別のアプリケー

ションおよびネストされたアプリケーションのキャッシュを表示します。

アクション CLI 動作モードで、show services application-identification application-system-cache コマ

ンドを入力します。

出力例

user@host> show services application-identification application-system-cache

Application System Cache Configurations:

application-cache: on

nested-application-cache: on

cache-unknown-result: on

cache-entry-timeout: 3600 seconds

pic: 5/0

IP address: 1.1.1.1 Port: 80 Protocol: TCP

Application: HTTP:FACEBOOK-APP

意味 この出力には、ASC 統計情報のサマリーが表示されます。 以下の情報を確認します。

• IP アドレス—宛先アドレスを表示します。

• ポート—サーバー上の宛先ポートを表示します。

• プロトコル—宛先ポートのプロトコル タイプを表示します。

• アプリケーション—宛先ポートで識別されたアプリケーションの名前を表示します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

• Understanding the IDP Application System Cache

メモリおよびセッションの制限

• Junos OS アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限設定について 1297ページ

• 例: Junos OS アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限の設定 1298ページ
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Junos OS アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限設定について

アプリケーション識別を実行するセッションの数を制限するとともに、アプリケーション識別

のメモリ使用量を制限するように設定を構成することができます。

• セッションのメモリ制限—TCP セッションまたは UDP セッションごとにアプリケーション識

別のパケットの保存に使用できるメモリの最大量をバイト単位で構成できます。 また、アプ

リケーション識別のグローバル メモリ使用量の制限を構成することもできます。 指定した

メモリ制限に達したセッションでは、それ以降アプリケーション識別が無効になります。 た

だし、アプリケーション識別は引き続きパターンの照合を行います。 一致したアプリケー

ションは、次のセッションで使用できるようにキャッシュに保存されます。 これにより、大

量の client-to-server パケットを意図的に送信してアプリケーション識別機能をバイパス

しようとする攻撃者からシステムが保護されます。

• セッション数—アプリケーション識別を同時に実行できるセッションの最大数を構成できま

す。 指定したセッション数に達すると、それ以降アプリケーション識別が無効になります。

セッション数を制限すると、DoS（サービス拒否）攻撃を防ぐことができます。DoS は、接続

要求が殺到し、システム上で割り当てられたリソースをすべて使い切ってしまう攻撃です。

• メモリとジャンボ フレーム—IPD およびアプリケーション識別は、より大きいジャンボ フ

レーム サイズ 9192 バイトをサポートしています。 ジャンボ フレームはデフォルトで有効

になっていますが、[set interfaces] コマンドを使用して最大送信単位（MTU）サイズを調整

することができます。 また、ジャンボ フレームの処理中は CPU オーバーヘッドを減少させ

ることができますが、IDP 機能自体はセッション インスペクションに最低 5 MB のメモリを

必要とします。 必要なメモリを使用できない場合、IDP は該当するセッションを検査しませ

ん。 IDP データ プレーン メモリを表示するには、[show security idp memory] コマンドを

使用します。

1297ページの表134 は、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 デバイスの中央ポイント

（CP）のセッション容量を示したものです。

表134: アプリケーション識別サービスの最大 CP セッション数

中央ポイント（CP）最大セッションSRX シリーズ デバイス

コンボ モード CP225 万SRX3400

コンボ モード CP225 万SRX3600

フル CP

コンボ モード CP

1000 万

225 万

SRX5600

フル CP

コンボ モード CP

1000 万

225 万

SRX5800

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 947ページの例: IDP アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限の設定
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例: Junos OS アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限の設定

この例では、Junos OS アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限を構成す

る方法を示します。

• 要件 1298ページ

• 概要 1298ページ

• 構成 1298ページ

• 確認 1298ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide

for Security Devices』を参照してください。

• アプリケーション パッケージをダウンロードします。

概要

この例では、アプリケーション識別を同時に実行できるセッションの最大数を600として構成し

ます。 また、TCP セッションごとにアプリケーション識別のパケットの保存に使用できるメモ

リの最大量を 5000 バイトとして構成します。

構成

ステップごとの手順 Junos OS アプリケーション識別サービスのメモリおよびセッション制限を構成するには、以下

の手順に従います。

1. アプリケーション識別のセッション制限を指定します。

[edit]

user@host# set services application-identification max-sessions 600

2. アプリケーション識別のメモリ制限を指定します。

[edit]

user@host# set services application-identification max-tcp-session-packet-memory

5000

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show services application-identification コ

マンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1298

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/interfaces/junos-security-swconfig-interfaces.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/interfaces/junos-security-swconfig-interfaces.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


• 946ページのIDP アプリケーション識別のメモリおよびセッション制限設定について

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

暗号化 P2P アプリケーションのヒューリスティック検出

Skype などのピアツーピア アプリケーションには、暗号化データ パケットが含まれています。

SRX シリーズ デバイスは、正規表現パターンに基づく現在のアプリケーション シグネチャで

は暗号化データ パケットを識別することができません。 ヒューリスティックを使用すると、

このようなトラフィックを検出するとともに、検出速度を高めることができます。 暗号化ピア

ツーピア アプリケーションの検出を有効にするには、set services application-identification

enable-heuristics コマンドを使用します。 Junos OS は TCP および UDP で暗号化ピアツーピ

ア トラフィックを検出します。

セッションを既知の暗号化ピアツーピア トラフィックとして識別できない場合は、

junos:unspecified-encrypted という特殊なアプリケーションに割り当てることができます。

アプリケーション ファイアウォールは、他の動的アプリケーションに似ているこのアプリケー

ションでポリシーを構成することができます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

Junos OS アプリケーション識別の無効化（CLI 手順）

アプリケーション識別は、デフォルトで有効になっています。 このアプリケーション識別は、

CLI を使用して無効にすることができます。

アプリケーション識別を無効にするには、以下のコマンドを使用します。

user@host# set services application-identification no-application-identification

アプリケーション識別を再度有効にする場合は、アプリケーション識別の無効化を指定する構

成ステートメントを削除します。

user@host# delete services application-identification no-application-identification

デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

構成を確認するには、show services application-identification コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

• 1271ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて
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オンボックス アプリケーション識別統計

アプリケーション識別サービスでは、セッションごとに統計情報が示されます。 これらの統計

によって、顧客にアプリケーション使用プロファイルが提供されます。 オンボックス アプリ

ケーション識別統計機能は、AppSecure スイートにアプリケーションレベルの統計を付加する

ものです。 アプリケーション統計を使用すると、管理者は累積統計に加え、ユーザーが定義し

た間隔で収集された統計にアクセスすることができます。

この機能を使用して、管理者はバイト数とセッション数の統計を保持しながら、統計を消去し

たり間隔値を構成することができます。 統計カウントはセッション終了イベント時に発生する

ため、バイト数とセッション数はセッションが終了するまで更新されません。 SRX シリーズ

デバイスは、管理者がアプリケーションのセッション数とバイト数の表示に使用できる 8 間隔

の履歴をサポートしています。

ご使用の JUNOS OS の構成でアプリケーションのグループ化がサポートされている場合、オン

ボックス アプリケーション識別統計機能はグループごとのオンボックス一致統計をサポートし

ます。 統計は、事前定義済みグループに関してのみ維持されます。

アプリケーション シグネチャ パッケージを再インストールしても、アプリケーション統計は

消去されません。 アプリケーションが無効になると、そのアプリケーションのトラフィックは

存在しなくなりますが、統計ではアプリケーションが引き続き維持されます。 アプリケーショ

ンはアプリケーション タイプに応じて追跡されるため、事前定義済みアプリケーションとカス

タム アプリケーションのいずれを再インストールするかは関係ありません。 事前定義済みグ

ループ統計では、セキュリティ パッケージを再インストールしても統計は消去されません。

ただし、グループ メンバーシップに対する変更はすべて更新されます。 たとえば、junos:web

に現在のリリースでは 50 のアプリケーション、アップグレード後では 60 のアプリケーショ

ンがあるとします。 削除されるアプリケーションおよび名前変更されるアプリケーション グ

ループは、追加されるアプリケーションと同様に処理されます。

アプリケーション識別モジュールは、各サービス処理ユニット（SPU）でアプリケーションごと

に 64 ビット セッション カウンタを維持します。 カウンタは、セッションが特定のアプリ

ケーションとして識別されると増分します。 もう 1 つの 64 ビット カウンタのセットが、SPU

でアプリケーションごとに合計バイト数を集約します。 未指定のアプリケーションのカウンタ

も維持されます。 セッション数とバイト数の両方に関して複数の SPU の統計がルーティング

エンジンで集約され、ユーザーに表示されます。

個々の SPU には、時間intervalごとに統計をロール オーバーする間隔タイマーが含まれてい

ます。 統計収集の間隔を構成するには、set services application-identification

application-statistics interval time コマンドを使用します。 ルーティング エンジンが必要

な間隔を問い合わせるたびに、対応する統計が各 SPU からフェッチされ、ルーティング エン

ジンで集約されてユーザーに表示されます。

カウンタを手動でリセットするには、

clear-services-application-identification-application-statistics コマンドを使用します。

デバイスがアップグレードまたは再起動されるか、flowd が再起動されるか、あるいは間隔タ

イマーへの変更が行われると、カウンタは自動的にリセットされます。

関連項目 • Junos OS CLI Reference

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices
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第45章

アプリケーション ファイアウォール

• アプリケーション ファイアウォールの概要 1301ページ

• アプリケーション ファイアウォールの使用 1304ページ

アプリケーション ファイアウォールの概要

多くの動的アプリケーションは HTTP 静的ポートを使用して、ネットワークを介して非 HTTP

トラフィックをトンネリングします。 このようなアプリケーションは、標準ネットワーク ファ

イアウォール ポリシーによって適切に制御されないトラフィックを送信し、セキュリティ脅威

をもたらす可能性があります。 標準ポリシーは IP アドレスとポートに基づいて機能するた

め、これらの動的アプリケーションに対しては効果がありません。 こうしたセキュリティ問題

を回避するために、アプリケーション ID に基づいて機能する追加セキュリティ管理が導入さ

れました。

アプリケーション ファイアウォールは、独自のポリシーまたはルール セットと共にプラグイ

ンとして実装されます。 このアプリケーション ファイアウォール機能を有効にするために、

ポリシー内にアプリケーション ファイアウォール ルール セットへの参照を追加することによ

り、セキュリティ ポリシー構成が変更されます。 これらのルール セットは、ネットワーク

ポリシーから独立して定義されます。

セキュリティ管理者は、以下のタスクを実行してアプリケーション ファイアウォール機能を実

装できます。

• アプリケーション ファイアウォール ルール セットの定義

• セキュリティ ポリシー内でのルール セット参照の作成

このトピックには以下のセクションがあります。

• アプリケーション ファイアウォール ルール セットについて 1301ページ

• セキュリティ ポリシー内でのアプリケーション ファイアウォールの構成 1303ページ

• シャーシ クラスタでのアプリケーション ファイアウォール サポート 1303ページ

• アプリケーション ファイアウォールのアプリケーション グループ サポート 1304ページ

アプリケーション ファイアウォール ルール セットについて

アプリケーション ファイアウォール ポリシーは、アプリケーション シグネチャによって定義

されたアプリケーション ID を照合するルールを含む、ルール セットの集合によって定義され

ます。
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アプリケーション シグネチャには、次の 2 つのソースがあります。

• ユーザーは、Juniper Networks セキュリティ エンジニアリング Web サイトから事前定義済

みシグネチャ データベースをダウンロードできます。

• ユーザーは、Junos OS 構成 CLI を使用して独自のシグネチャを定義できます。

ルール セットには、少なくとも 2 つの ルールが定義されます。 1 つはデフォルト ルール

で、もう 1 つのルールには拒否または許可するアプリケーションのリストが含まれています。

ルール セットは、ソースと宛先の間の指定したタイプのトラフィックを許可または拒否しま

す。

各ルール セットは、以下の要素で構成されています。

• ルール セットの名前。

• ルールのセット。 各ルールは、ルール名、一致基準、およびアクションで構成されていま

す。 一致基準は、ルールを適用するために満たす必要がある条件を定義します。 これらの

基準は、動的アプリケーションのリストに基づいています。 アクションは、許可または拒否

のいずれかになります。

• 識別された動的アプリケーションがルール セットのいずれのルールでも指定されていない場

合に実行するアクションを定義する、デフォルト ルール。

ルール セットとルールの総数には制限があります。 ルール セット内のルールの数には制限が

ありません。 ルール内の動的アプリケーションの数には制限がありません。 各ルール セット

にはデフォルト ルールを含める必要があります。 デフォルト ルール は、アプリケーション

ID がルール セットのいずれのルールでも指定されていない場合に適用されます。

注: 同じルール セット内のデフォルト ルールとルールには、異なるアクション（許

可または拒否）を定義する必要があります。 これらのルールのアクションが同じ場

合は、コミット エラー メッセージが表示され、ユーザーがルール セット内のルー

ルを変更する必要があることが示されます。

アプリケーション ファイアウォール ポリシーは、以下の場合にアプリケーション ID を未知

のアプリケーション ID として判断します。

• アプリケーション ID がトラフィックと一致しない場合。

• アプリケーションを識別するときにエラーが発生した場合。

• フェールオーバー セッション。

アプリケーション ID が未知のアプリケーションとして識別されると、トラフィックは、ルー

ル セット内の未知のアプリケーションに対するルールで定義されたアクションに基づいて処理

されます。 ルール セット内に未知のアプリケーションに対して定義されたルールがない場合、

未知の動的アプリケーションにはデフォルト ルールが適用されます。

注: junos:UNKNOWN キーワードは、未知の動的アプリケーションに予約されていま

す。
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セキュリティ ポリシー内でのアプリケーション ファイアウォールの構成

アプリケーション ファイアウォールは、セキュリティ ポリシー内でルール セットへの参照を

作成することによって有効になります。 アプリケーション ファイアウォール ルール セット

を含むポリシーが選択されると、そのアプリケーション ファイアウォール ルール セットがト

リガーされます。 トラフィックは、アプリケーション ID に基づいて、ルール セットで定義

されたルールによって処理されます。

パケット処理中にポリシー検索が、アプリケーション ファイアウォールが有効になっているポ

リシーを返すと、トラフィックのアプリケーション ID が識別されます。 アプリケーション

ID を照合するルール セットが選択され、トラフィックが許可または拒否アクションによって

処理されます。 ルールのアクションがパケットをドロップすることを決定すると、セッション

が終了し、ポリシー内で構成されたすべてのサービスが終了します。 アプリケーション ファ

イアウォールは、セッションで動作するアプリケーションに基づいて、トラフィックを許可す

るか拒否するかを判断するフィルタとして機能します。

注: SRX シリーズ デバイスで受信されたすべての IP フラグメント化パケットは、

転送前に再アセンブルされる必要があります。

シャーシ クラスタでのアプリケーション ファイアウォール サポート

フェールオーバー セッション中にアプリケーション ID が識別されない場合、ID は未知のア

プリケーション ID と見なされます。 このセッション中、トラフィックは、未知のアプリケー

ションに対して指定されたルールで定義されたアクションに基づいて処理されます。 未知のア

プリケーションに対して定義されたルールがない場合は、デフォルト ルールが適用されます。

セッションがフェールオーバーする前にアプリケーション ID が識別されると、フェールオー

バー前に実行されるアクションと同じアクションがフェールオーバー後に有効になります。

フェールオーバーの前後に実行されるアプリケーション ファイアウォール アクションは、1303

ページの表135 に示すように、アプリケーション ID 状態によって異なります。

表135: アプリケーション ファイアウォール アクション

フェールオーバー後フェールオーバー前

アプリケーション ファイア

ウォール アクション

アプリケーション ID 状態アプリケーション ファイア

ウォール アクション

アプリケーション ID 状態

拒否成功拒否成功

許可成功許可成功

未知のアプリケーションに対し

て定義されたルールに基づくア

クション

UNKNOWN—保留
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注: シャーシ クラスタ インフラストラクチャがサポートされていないため、サー

ビス中のソフトウェア アップグレード（統合型 ISSU）はサポートされていません。

したがって、フェールオーバー イベントは、アプリケーション ファイアウォール

ポリシーを介して未知の動的アプリケーションを許可または拒否することによって

制御されます。

アプリケーション ファイアウォールのアプリケーション グループ サポート

アプリケーション ファイアウォールのアプリケーション グループ サポートでは、グループ内

の類似したアプリケーションを容易に構成することができ、アプリケーションを個別に構成す

る必要がなくなります。 この新機能を使用すると、アプリケーション ファイアウォール ポリ

シーを定義するときに、一貫して容易に再利用できるようにグループ アプリケーションを単一

の名前でグループ化することができます。

アプリケーション グループには、その他のグループおよびアプリケーションを同時に含めるこ

とができます。 グループに割り当てられていないアプリケーションは、UNASSIGNED グループ

に属しています。 デフォルトでは、アプリケーションは UNASSIGNED アプリケーション グルー

プに属しています。 UNASSIGNED グループのンデックス グループは 32,767 です。

注: 1 つのアプリケーションを複数のグループに割り当てることができます。 1 つ

のルールに含める動的アプリケーション グループの数には制限がありません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 190ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 193ページのセキュリティ ポリシーの要素について

• 194ページのセキュリティ ポリシーの構成の概要

• 1308ページの例: アプリケーション ファイアウォールのアプリケーション グループの構成

アプリケーション ファイアウォールの使用

• 例: セキュリティ ポリシー内でのアプリケーション ファイアウォール ルール セットの構

成 1304ページ

• 例: アプリケーション ファイアウォールのアプリケーション グループの構成 1308ページ

例: セキュリティ ポリシー内でのアプリケーション ファイアウォール ルール セットの構成

この例では、セキュリティ ポリシー内でアプリケーション ファイアウォール ルール セット

を構成する方法を示します。

• 要件 1305ページ

• 概要 1305ページ
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• 構成 1305ページ

• 確認 1308ページ

要件

• ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してくだ

さい。

• ポリシーのアドレスを使用してアドレス帳を構成します。 178ページの「「例: アドレス帳と

アドレス セットの構成」」を参照してください。

• ポリシーが、該当するタイプのトラフィックに適用されることを示すアプリケーション（ま

たはアプリケーション セット）を作成します。 237ページの「「例: アプリケーションとア

プリケーション セットの構成」」を参照してください。

概要

Junos OS において、セキュリティ ポリシーは、トラフィックに対してルールを強制すること

によってファイアウォール セキュリティ機能を提供します。これにより、デバイスを通過する

トラフィックは、ルールで定義されたアクションに基づいて許可または拒否されます。 ポリ

シーのアプリケーション ファイアウォール サポートは、動的アプリケーションに対する追加

セキュリティ管理を提供します。

アプリケーション ファイアウォールは、ルール セットの集合によって定義されます。 これら

のルール セットは、個別に定義してネットワーク セキュリティ ポリシー間で共有することが

できます。 ルール セットは、アプリケーション シグネチャに基づいて、検出されたアプリ

ケーション ID を照合するルールを定義します。

この構成例では、以下の処理を実行します。

• 動的アプリケーションを照合するルールが定義されたアプリケーション ファイアウォール

ルール セットに基づいて、Untrust ゾーンから Trust ゾーンへの選択したトラフィックを

許可または拒否します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy1 match source-address

1.1.1.0

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy1 match

destination-address 2.2.2.0

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy1 match application

junos-http

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy1 then permit

application-services application-firewall rule-set rs1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy2 match source-address

1.1.1.0

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy2 match

destination-address 2.2.2.0

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy2 match application

any
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set security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy2 then permit

application-services application-firewall rule-set rs2

set security application-firewall rule-sets rs1 rule r1 match dynamic-application

[junos:KAZZA junos:EDONKEY junos:YSMG]

set security application-firewall rule-sets rs1 rule r1 then deny

set security application-firewall rule-sets rs1 default-rule permit

set security application-firewall rule-sets rs2 rule r1 match dynamic-application

[junos:FACEBOOK-ACCESS junos:GOOGLE-TALK junos:MEEBO junos:UNKNOWN]

set security application-firewall rule-sets rs2 rule r1 then permit

set security application-firewall rule-sets rs2 default-rule deny

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

さまざまな動的アプリケーションからのトラフィックを許可または拒否するアプリケーション

ファイアウォール ルール セットを含む 2 つのセキュリティ ポリシーを構成するには、以下

の手順に従います。

1. アプリケーション ファイアウォール ルール セット rs1 によって HTTP 静的ポートに向

かうトラフィックを処理するポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy1]

user@host# set match source-address 1.1.1.0

user@host# set match destination-address 2.2.2.0

user@host# set match application junos-http

user@host# set then permit application-services application-firewall rule-set rs1

2. アプリケーション ファイアウォール ルール セット rs2 によって HTTP 静的ポートに向

かわないトラフィックを処理するもう 1 つのポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust policy policy2]

user@host# set match source-address 1.1.1.0

user@host# set match destination-address 2.2.2.0

user@host# set match application any

user@host# set then permit application-services application-firewall rule-set rs2

3. 選択した動的アプリケーションからのトラフィックを拒否するアプリケーション ファイ

アウォール ルール セット rs1 を定義します。

[edit security application-firewall rule-sets rs1]

user@host# set rule r1 match dynamic-application [junos:KAZZA junos:EDONKEY

junos:YSMG]

user@host# set rule r1 then deny

user@host# set default-rule permit

4. 選択した動的アプリケーションからのトラフィックを許可するアプリケーション ファイ

アウォール ルール セット rs2 を定義します。

[edit security application-firewall rule-sets rs2]

user@host# set rule r1 match dynamic-application [junos:FACEBOOK-ACCESS

junos:GOOGLE-TALK junos:MEEBO junos:UNKNOWN]

user@host# set rule r1 then permit

user@host# set default-rule deny
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結果 構成モードで、show security policies および show security application-firewall コマンド

を入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成

手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy 1 {

match {

source-address 1.1.1.0;

destination-address 2.2.2.0;

application junos-http;

}

then {

permit {

application-services {

application-firewall {

rule-set rs1;

}

}

}

}

}

policy 2 {

match {

source-address 1.1.1.0;

destination-address 2.2.2.0;

application any;

}

then {

permit {

application-services {

application-firewall {

rule-set rs2;

}

}

}

}

}

}

user@host# show security application-firewall

rule-sets rs1 {

rule r1 {

match {

dynamic-application [junos:KAZZA junos:EDONKEY junos:YSMG];

}

then {

deny;

}

}

default-rule {

permit;

}

}

rule-sets rs2 {
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rule r1 {

match {

dynamic-application [junos:FACEBOOK-ACCESS junos:GOOGLE-TALK junos:MEEBO

junos:UNKNOWN];

}

then {

permit;

}

}

default-rule {

deny;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• アプリケーション ファイアウォール構成の確認 1308ページ

アプリケーション ファイアウォール構成の確認

目的 セキュリティ ポリシーで有効になっているアプリケーション ファイアウォール サポートに関

する情報を確認します。

アクション アプリケーション ファイアウォールが有効になっているセキュリティ ポリシー構成を確認す

るには、show security policies および show security policies detail コマンドを入力しま

す。 デバイスで構成されたすべてのアプリケーション ファイアウォール ルール セットを確

認するには、show security application-firewall rule-set all コマンドを入力します。

意味 出力には、アプリケーション ファイアウォールが有効になっている、システムで構成されたポ

リシーの情報が表示されます。 以下の情報を確認します。

• ルール セット

• ルール

• 一致基準

関連項目 187ページのセキュリティ ポリシーの概要•

• 1301ページのアプリケーション ファイアウォールの概要

例: アプリケーション ファイアウォールのアプリケーション グループの構成

この例では、アプリケーション ファイアウォール ポリシー内でアプリケーション グループを

構成する方法を示します。

• 要件 1309ページ

• 概要 1309ページ

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1308

Junos OS セキュリティ構成ガイド



• 構成 1309ページ

• 確認 1311ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してくだ

さい。

• ポリシーのアドレスを使用してアドレス帳を構成します。 178ページの「「例: アドレス帳と

アドレス セットの構成」」を参照してください。

• ポリシーが、該当するタイプのトラフィックに適用されることを示すアプリケーション（ま

たはアプリケーション セット）を作成します。 237ページの「「例: アプリケーションとア

プリケーション セットの構成」」を参照してください。

• アプリケーション ファイアウォール ルール セットを作成します。 1304ページの「「例: セ

キュリティ ポリシー内でのアプリケーション ファイアウォール ルール セットの構成」」

を参照してください。

概要

Junos OS において、ポリシーのアプリケーション ファイアウォール サポートは、動的アプリ

ケーションに対する追加セキュリティ管理を提供します。 アプリケーション ファイアウォー

ルのアプリケーション グループ化を使用すると、アプリケーション ファイアウォール ポリ

シーを定義するときにアプリケーションをグループ化することができます。 一貫して再利用す

るために、動的アプリケーション グループ内で類似したすべてのアプリケーションを構成する

ことができます。

注: アプリケーション グループは、アプリケーション識別モジュールによって管理

されます。

この構成例では、以下の処理を実行します。

• アプリケーション ファイアウォールで動的アプリケーション グループを構成します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security application-firewall rule-sets ruleset1 rule rule1 match dynamic-application

[junos:FACEBOOK junos:SKYPE]

set security application-firewall rule-sets ruleset1 rule rule1 match

dynamic-application-group [junos:web junos:chat junos:unassigned]

set security application-firewall rule-sets ruleset1 rule rule1 then deny

set security application-firewall rule-sets ruleset1 default-rule permit

set security application-firewall rule-sets ruleset2 rule rule1 match dynamic-application

[junos:FTP]

set security application-firewall rule-sets ruleset2 rule rule1 then permit
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set security application-firewall rule-sets ruleset2 default-rule deny

set security application-firewall rule-sets ruleset3 rule rule1 match

dynamic-application-group [junos:chat]

set security application-firewall rule-sets ruleset3 rule rule1 then permit

set security application-firewall rule-sets ruleset3 default-rule deny

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

さまざまな動的アプリケーションからのトラフィックを許可または拒否する、動的アプリケー

ション グループを含むアプリケーション ファイアウォール ルール セットを構成するには、

以下の手順に従います。

1. 選択した動的アプリケーションからのトラフィックを拒否する、動的アプリケーション

グループを含むアプリケーション ファイアウォール ルール セット ruleset1 を構成し

ます。

[edit security application-firewall rule-sets ruleset1]

user@host#set rule rule1 match dynamic-application [junos:FACEBOOK junos:SKYPE]

user@host#set rule rule1 match dynamic-application-group [junos:web junos:chat

junos:unassigned]

user@host#set rule rule1 then deny

user@host#set default-rule permit

2. 選択した動的アプリケーションからのトラフィックを許可する、動的アプリケーションだ

けを含むもう 1 つのアプリケーション ファイアウォール ルール セット ruleset2 を構

成します。

[edit security application-firewall rule-sets ruleset2]

user@host#set rule rule1 match dynamic-application [junos:FTP]

user@host#set rule rule1 then permit

user@host#set default-rule deny

3. 選択した動的アプリケーションからのトラフィックを許可する、動的アプリケーション

グループだけを含むもう 1 つのアプリケーション ファイアウォール ルール セット

ruleset3 を構成します。

[edit security application-firewall rule-sets ruleset3]

user@host#set rule rule1 match dynamic-application-group [junos:chat]

user@host#set rule rule1 then permit

user@host#set default-rule deny

結果 構成モードで、show security policies および show security application-firewall コマンド

を入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成

手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host#show security application-firewall

rule-sets ruleset1 {

rule rule1 {

match {

dynamic-application [junos:FACEBOOK junos:SKYPE];

dynamic-application-group [junos:web junos:chat junos:unassigned]

}

then {

deny ;
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}

}

default-rule {

permit ;

}

}

rule-sets ruleset2 {

rule rule1 {

match {

dynamic-application [junos:FTP];

}

then {

permit ;

}

}

default-rule {

deny ;

}

}

rule-sets ruleset3 {

rule rule1 {

match {

dynamic-application-group [junos:chat];

}

then {

permit ;

}

}

default-rule {

deny ;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

アプリケーション ファイアウォール構成の確認

目的 アプリケーション ファイアウォール ポリシーのアプリケーション グループ化サポートに関す

る情報を確認します。

アクション アプリケーション グループ化が有効になっているアプリケーション ファイアウォール ポリ

シー構成を確認するには、動作モードで show security policies および show security policies

detail コマンドを入力します。 デバイスで構成されたすべてのアプリケーション ファイア

ウォール ルール セットを確認するには、動作モードで show security application-firewall

rule-set all コマンドを入力します。 アプリケーション グループ内で定義されたアプリケー

ションのリストを確認するには、動作モードで show services application-identification

application-group application-group-name コマンドを入力します。

関連項目 • 187ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 1301ページのアプリケーション ファイアウォールの概要
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• 1304ページの例: セキュリティ ポリシー内でのアプリケーション ファイアウォール ルール

セットの構成
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第46章

AppTrack アプリケーション トラッキング

• AppTrack について 1313ページ

• 例: AppTrack の構成 1314ページ

AppTrack について

アプリケーション トラッキング ツールである AppTrack は、ネットワークの帯域幅使用状況

を分析するための統計を提供します。 AppTrack が有効になると、指定したゾーン内のアプリ

ケーション フローのバイト数、パケット数、および継続時間の統計を収集します。 デフォル

トでは、各セッションが終了すると、AppTrack はセッションのバイト数とパケット数および継

続時間を示すメッセージを生成し、ホスト デバイスに送信します。 Security Threat Response

Manager（STRM）はデータを取得し、フローベースのアプリケーション可視性を提供します。

AppTrack メッセージはセッション ログに似ており、syslog または構造化 syslog 形式が使用

されます。 このメッセージには、セッションのアプリケーション フィールドも含まれていま

す。 AppTrack がカスタム定義アプリケーションを識別し、該当する名前を返すと、カスタム

アプリケーション名がログ メッセージに記述されます （アプリケーション識別プロセスが失

敗するか、または更新メッセージがトリガーされるときにこのプロセスが完了していない場合、

メッセージのアプリケーション フィールドには none が指定されます）。

ゾーンに対して AppTrack を有効にし、session-update-interval 時間を指定すると、AppTrack

はパケットが受信されるたびに、セッション開始から経過した時間または最新の更新から経過

した時間が更新間隔よりも長いかどうかをチェックします。 その場合、AppTrack はカウント

を更新し、更新メッセージをホストに送信します。 持続時間が短いセッションが更新間隔内に

開始されて終了した場合、AppTrack はセッション終了時にのみメッセージを生成します。

指定した更新間隔よりも初期更新メッセージを早く送信する場合は、first-update-interval を

使用します。 first-update-interval を使用すると、最初の更新に対してのみ短い間隔を入力

できます。 または、first-update オプションを使用して、セッション開始時に初期更新メッ

セージを生成することができます。

注: first-update オプションと first-update-interval オプションの両方を指定し

た場合、AppTrack はセッション開始時に更新メッセージを送信します。 この場合、

first-update-interval 値は無視され、次の更新間隔がフルに経過したときに 2 つ

目のメッセージが送信されます。
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終了メッセージは統計を最終的に更新し、セッション終了の説明を示します。 以下のコードが

使用されます。

TCP RST—いずれかの端点から受信された RST。

TCP FIN—いずれかの端点から受信された FIN。

Response received—パケット要求に対して受信された応答（icmp req-reply など）。

ICMP error—受信された ICMP エラー（dest unreachable など）。

Aged out—セッションがエージアウトしました。

ALG—ALG がセッションを終了しました。

IDP—IDP がセッションを終了しました。

Parent closed—親セッションが終了しました。

CLI—CLI ステートメントによって消去されたセッション。

Policy delete—削除のマークが付いたポリシー。

関連項目 1314ページの例: AppTrack の構成•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• Junos OS CLI Reference

• Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices

例: AppTrack の構成

この例では、ネットワークの帯域幅使用状況を分析するために AppTrack トラッキング ツール

を構成する方法を示します。

• 要件 1314ページ

• 概要 1314ページ

• 構成 1315ページ

• 確認 1316ページ

要件

AppTrack を構成する前に、AppTrack および Junos OS アプリケーション識別の概念を理解し

ておくことが重要です。 1313ページの「「AppTrack について」」および1271ページの「「Junos

OS アプリケーション識別サービスについて」」を参照してください。

概要

アプリケーション識別はデフォルトで有効になっており、IDP ポリシーと AppTrack ポリシー

のいずれかでデフォルトのアプリケーションを構成すると自動的にオンになります。 この例で

は、trust という名前のセキュリティ ゾーンに対してアプリケーション トラッキングを有効

にする方法を示します。 また、AppTrack メッセージを受信するようにリモート syslog デバ

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1314

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/cli-reference/junos-security-cli-reference.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/initial-config/junos-security-swconfig-initial.pdf


イスを構成する方法も示します。 セキュリティ ログをエクスポートするときに使用されるソー

ス IP アドレスは 5.0.0.254 で、セキュリティ ログはアドレス 5.0.0.1 にあるホストに送信

されます。 セッション開始から 1 分後に最初のメッセージが生成され、その後 4 分ごとにま

たはセッションが終了するまで更新メッセージが送信されます。 セッション終了時に最終メッ

セージが送信されます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security log format syslog

set security log source-address 5.0.0.254

set security log stream idpdata host 5.0.0.1

set security zones security-zone trust application- tracking

set security application-tracking session-update-interval 4

set security application-tracking first-update-interval 1

注: SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX 5800 デバイスでは、ストリーム構成

で宛先ポートを指定しない場合、デフォルトの宛先ポートが syslog ポートになり

ます。 ストリーム構成で宛先ポートを指定した場合は、代わりにそのポートが使用

されます。

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

AppTrack を設定するには、以下の手順に従います。

1. AppTrack メッセージを受信するようにリモート syslog デバイスを構成します。

[edit]

user@host# set security log format syslog

user@host# set security log source-address 5.0.0.254

user@host# set security log stream idpdata host 5.0.0.1

2. セキュリティ ゾーンの AppTrack を有効にします。

[edit security]

user@host# set zones security-zone trust application-tracking

3. 指定した間隔で更新メッセージを生成します。

[edit security]

user@host# set application-tracking session-update-interval 4

4. セッション開始後に指定した間隔で最初のメッセージを生成します。

[edit security]

user@host# set application-tracking first-update-interval 1
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または、セッション開始時にメッセージを生成し、その後 5 分ごとに更新メッセージを

送信する場合は、first-update-interval オプションの代わりに first-update オプション

を使用できます。

[edit security]

user@host# set application-tracking first-update

注: first-update オプションと first-update-interval オプションの両方を指

定した場合、first-update-interval 値は無視されます。

結果 構成モードで、show security および show security application-tracking コマンドを入力して

構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り

返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

[edit]

user@host# show security

...

application-tracking {

first-update-interval 1;

session-update-interval 4;

...

log {

format syslog;

source-address 5.0.0.254;

stream idpdata {

host {

5.0.0.1;

}

}

}

user@host# show security application-tracking

...

security-zone trust {

application-tracking;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• AppTrack 動作の確認 1317ページ

• セキュリティ フロー セッション統計の確認 1317ページ

• アプリケーション システム キャッシュ統計の確認 1317ページ

• アプリケーション識別カウンタ値のステータスの確認 1317ページ
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AppTrack 動作の確認

目的 AppTrack カウンタを定期的に表示して、トラッキングを監視します。

アクション 動作モードで、show application-tracking counters コマンドを入力します。

user@host> show security application-tracking counters

AVT counters: Value

Session create messages 1

Session close messages 1

Session volume updates 0

Failed messages 0

セキュリティ フロー セッション統計の確認

目的 show security flow session コマンド出力で、セッション統計を含むログ メッセージのバイト

数とパケット数を比較します。

アクション 動作モードで、show security flow session コマンドを入力します。

user@host> show security flow session

Flow Sessions on FPC6 PIC0:

Session ID: 120000044, Policy name: policy-in-out/4, Timeout: 1796, Valid

In: 4.0.0.1/39075 --> 5.0.0.1/21;tcp, If: ge-0/0/0.0, Pkts: 22, Bytes: 1032

Out: 5.0.0.1/21 --> 4.0.0.1/39075;tcp, If: ge-0/0/1.0, Pkts: 24, Bytes: 1442

Valid sessions: 1

Pending sessions: 0

Invalidated sessions: 0

Sessions in other states: 0

Total sessions: 1

セッション統計のバイト数とパケット数の合計は、AppTrack によって記録されたカウントに近

似する必要がありますが、全く同じであるとは限りません。 AppTrack は、受信バイト数と受

信パケット数だけをカウントします。 システムで生成されたパケットは合計数に含まれず、ま

た、ドロップされたパケットは減算されません。

アプリケーション システム キャッシュ統計の確認

目的 show services application-identification application-system-cache コマンド出力で、アプリ

ケーションの IP アドレス、ポート、プロトコル、サービスなどのキャッシュ統計を比較しま

す。

アクション 動作モードで、show services application-identification application-system-cache コマンド

を入力します。

アプリケーション識別カウンタ値のステータスの確認

目的 show services application-identification counter コマンド出力で、アプリケーション識別カ

ウンタ値のセッション統計を比較します。
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アクション 動作モードで、show services application-identification counterコマンドを入力します。

関連項目 • 1313ページのAppTrack について

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• Junos OS CLI Reference

• Junos OS Initial Configuration Guide for Security Devices
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第47章

アプリケーションのサービス品質（QoS）

• アプリケーションの QoS（AppQoS）について 1319ページ

• 例: AppQoS の構成 1325ページ

アプリケーションの QoS（AppQoS）について

アプリケーション サービス品質（AppQoS）機能は Junos OS サービス クラス（CoS）の機能を

拡張するもので、レイヤー 7 アプリケーション タイプに基づいて DSCP 値をマーキングする

機能、損失優先度設定によってアプリケーションベースのトラフィックを優先する機能、およ

びレイヤー 7 アプリケーション タイプに基づいてエグレス PIC での転送速度を制御する機能

が含まれています。

AppQoS において、SRX シリーズ デバイスで DSCP 値をマーキングするには以下の 3 つの方法

があります。

• IDP 攻撃アクションベースの DSCP リライタ

• レイヤー 7 アプリケーションベースの DSCP リライタ

• ファイアウォール フィルタベースの DSCP リライタ

IDP リマーキングは、IDP ルールに基づいてイングレス ポートで行われます。 アプリケーショ

ン リマーキングは、アプリケーション ルールに基づいてエグレス ポートで行われます。 イ

ンターフェースベース リマーキングは、ファイアウォール フィルタ ルールに基づいてエグレ

ス ポートで行われます （Junos OS CoS 機能の詳細については、 『Junos OS Class of Service

Configuration Guide for Security Devices』 を参照してください）。

これらの 3 つのリライタでリマーキングの判断が異なる場合があります。 パケットが 3 つの

すべてのリライタをトリガーした場合に優先される方法は、パケット コンテンツに対してどの

程度詳細な照合が行われるかに基づいています。 IDP リマーキングはアプリケーション リマー

キングよりも優先され、アプリケーション リマーキングはインターフェースベース リマーキ

ングよりも優先されます。

AppQoS DSCP リライタは、転送クラスと損失優先度の両方によってパケットのサービス品質を

提供します。 AppQoS レート制限パラメータは、送信速度およびその関連キューの量を制御し

ます。

• 一意の転送クラスとキュー割り当て 1320ページ

• アプリケーション対応 DSCP コード ポイントおよび損失優先度設定 1320ページ
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• レート リミッタおよびプロファイル 1322ページ

• レート リミッタの割り当て 1323ページ

• AppQoS セキュリティ ポリシー構成 1324ページ

一意の転送クラスとキュー割り当て

転送クラスは以下の 3 つの機能を提供します。

• like 特性によるパケットのグループ化

• 出力キューの割り当て

• 既存の Junos OS ファイアウォール フィルタベース リライタとの競合の回避

一意の転送クラス名は、インターフェースベース rewrite ルールによって上書きされないよう

に AppQoS リマーキングを保護します。 ファイアウォール フィルタベース リライタは、パ

ケットの転送クラスが、このリライタ専用に定義されたクラスと一致する場合に、パケットの

DSCP 値をリマーキングします。 パケットの転送クラスがファイアウォール フィルタベース

リライタのいずれのクラスとも一致しない場合、DSCP 値はリマーキングされません。 したがっ

て、AppQoS 値が上書きされないように保護するには、ファイアウォール フィルタベース リラ

イタにとって未知の転送クラス名を使用します。

各転送クラスは、適度の拡張型処理または標準処理を提供するエグレス キューに割り当てられ

ます。 多数の転送クラスを単一のキューに割り当てることができます。 したがって、デバイ

スに対して定義されたいずれのキューも、IDP、AppQoS、およびファイアウォール フィルタベー

ス リライタで使用することができます。 送信優先度は、キューではなく転送クラス名によっ

て区別されます （キューおよびスケジューラの構成については、 『Junos OS Class of Service

Configuration Guide for Security Devices』 を参照してください）。

AppQoS 転送クラス名およびキュー割り当ては、次の class-of-service CLI 構成コマンドによっ

て定義されます。

[edit class-of-service]

user@host# forwarding-classes class app-class-name queue-number integer

アプリケーション対応 DSCP コード ポイントおよび損失優先度設定

AppQoS において、トラフィックは、選択したアプリケーションに定義済み転送クラスを関連付

けるルールに基づいてグループ化されます。 ルールの一致基準には、1 つまたは複数のアプリ

ケーションが含まれています。 一致するアプリケーションからのトラフィックがルールに遭遇

すると、ルール アクションが転送クラスを設定し、DSCP 値および損失優先度をアプリケーショ

ンに適する値にリマーキングします。

差別化サービス（DiffServ）コード ポイント（DSCP）値は、6 ビット bitmap 値またはユー

ザー定義エイリアスかデフォルト エイリアスによって指定されます。 1320ページの表136 では、

Junos OS のデフォルト DSCP エイリアス名および bitmap 値のリストを示します。

表136: 標準 CoS エイリアスとビット値

ビット値エイリアスCoS 値タイプ

101110ef完全優先転送
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表136: 標準 CoS エイリアスとビット値 （続き）

ビット値エイリアスCoS 値タイプ

001010af11相対的優先転送

001100af12相対的優先転送

001110af13相対的優先転送

010010af21相対的優先転送

010100af22相対的優先転送

010110af23相対的優先転送

011010af31相対的優先転送

011100af32相対的優先転送

011110af33相対的優先転送

100010af41相対的優先転送

100100af42相対的優先転送

100110af43相対的優先転送

000000beベスト エフォート

001000cs1

010000cs2

011000cs3

100000cs4

101000cs5

110000nc1/cs6ネットワーク制御

111000nc2/cs7ネットワーク制御

キューのスケジューラは、輻輳時間中に損失優先度を使用して、ドロップ プロファイルを特定

の損失優先度値に関連付けることによってパケット破棄を制御します （キューおよびスケジュー

ラの構成については、 『Junos OS Class of Service Configuration Guide for Security

Devices』 を参照してください）。
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ルールは、損失優先度をトラフィック グループに適用します。 高い損失優先度とは、パケッ

トが輻輳時間中にドロップされる可能性が高いことを意味します。 損失優先度には以下の 4

つのレベルがあります。

• high

• medium-high

• medium-low

• low

ルール セットは、class-of-service application-traffic-control 構成コマンドで以下のように

定義されます。

[edit class-of-service]

user@host# application-traffic-control rule-sets ruleset-name rule rule-name1 match

application application-name application-name ...

user@host# application-traffic-control rule-sets ruleset-name rule rule-name1 match

application-group application-group-name application-group-name ...

user@host# application-traffic-control rule-sets ruleset-name rule rule-name1 then

forwarding-class fc-name

user@host# application-traffic-control rule-sets ruleset-name rule rule-name1 then

dscp-code-point bitmap

user@host# application-traffic-control rule-sets ruleset-name rule rule-name1 then

loss-priority loss-pri-value

レート リミッタおよびプロファイル

輻輳が発生すると、AppQoS はデバイス上のすべてのエグレス PIC に対してレート制限を実施

します。 パケットは、割り当てられた制限を超えるとドロップされます。 レート リミッタ

は、さまざまなクラスのトラフィックに対して一定レベルのスループットおよびパケット損失

感度を維持します。 すべてのエグレス PIC は同じレート制限スキームを使用します。

PIC の合計帯域幅は約 10 Gbps です。 PIC のレート リミッタ ハードウェアは最大 2 Gbps

を提供できます。 したがって、レート制限の帯域幅上限は 2
31

bps です。

レート リミッタ プロファイルは制限を定義します。 これは、bandwidth-limit 仕様と

burst-size-limit 仕様の一意の組み合わせです。 bandwidth-limit は、ポートを通過できる 1

秒あたりの最大キロビット数を定義します。 burst-size-limit は、単一のバーストでポートを

通過できる最大バイト数を定義します。 burst-size-limit は、各バーストの有限サイズを確保

することにより、優先度が低いトラフィックのスターベーションを低減させます。

AppQoS は、デバイスごとに最大 16 のプロファイルおよび最大 1000 のレート リミッタを許

可します。 複数のレート リミッタが同じプロファイルを使用することができます。 以下の例

では、2 つのプロファイルを使用して 5 つのレート リミッタが定義されています。

プロファイルレート リミッタ名

burst-size-limitbandwidth-limit

26000200limiter-1

26000200limiter-2
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26000200limiter-3

52000400limiter-4

52000400limiter-5

レート リミッタは、class-of-service application-traffic-control 構成コマンドを使用して定

義されます。

[edit class-of-service]

user@host# application-traffic-control rate-limiters rate-limiter-name bandwidth-limit

value-in-Kbps burst-rate-limit value-in-bytes

レート リミッタの割り当て

レート リミッタは、トラフィックのプリケーションに基づいてルールで適用されます。 セッ

ションごとに 2 つのレート リミッタ client-to-server および server-to-client が適用され

ます。 これより、各方向のトラフィックを個別に提供できます。

同じルール セット内のさまざまな AppQoS ルールが 1 つのレート リミッタを共有することが

できます。 この場合、これらのルールのアプリケーションは同じ帯域幅を共有します。 1 つ

のルール セット内で同じレート リミッタを割り当てることができるルールの数には制限があ

りません。

以下の例では、前のセクションで定義したレート リミッタを割り当てる方法を示します。 た

とえば、ルール セットは、以下のように複数のルールおよび一方または両方のフロー方向で

レート リミッタを再利用できます。

• rule-set-1

• rule-1A

• client-to-server limiter-1

• server-to-client limiter-1

• rule-1B

• client-to-server limiter-1

• server-to-client limiter-1

複数のルール セットで同じプロファイルが必要な場合は、同じ bandwidth-limit および

burst-size-limit を指定する十分な数のレート リミッタを定義する必要があります。 以下の

例の 2 つのルール セットは、異なるが同等のレート リミッタを割り当てることによって同じ

プロファイルを実装します。

• rule-set-2

• rule-2A

• client-to-server limiter-2

• server-to-client limiter-2
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• rule-2B

• client-to-server limiter-2

• server-to-client limiter-4

• rule-set-3

• rule-3A

• client-to-server limiter-3

• server-to-client limiter-3

• rule-3B

• client-to-server limiter-3

• server-to-client limiter-5

レート リミッタは、転送クラス、DSCP 値、および損失優先度を設定する場合と同様に、

class-of-service application-traffic-control rule-sets コマンドを使用して適用されます。

[edit class-of-service]

user@host# application-traffic-control rule-sets rule-set-name rule rule-name1 then

rate-limit client-to-server rate-limiter1 server-to-client rate-limiter2

エグレス PIC 上に AppQoS レート制限とファイアウォール フィルタベース レート制限の両方

が実装されている場合は、両方が考慮されます。 最初に AppQoS レート制限が考慮されます。

その後、ファイアウォール フィルタベース レート制限が発生します。

注: パケットが PIC からドロップされた場合、SRX シリーズ デバイスはクライア

ントまたはサーバーに通知を送信しません。 クライアント デバイスおよびサーバー

デバイスの上位のアプリケーションは、再送信およびエラー処理を行う役割を担い

ます。

AppQoS セキュリティ ポリシー構成

AppQoS ルール セットは、既存のポリシーまたは特定のアプリケーション ポリシーに実装する

ことができます。

[edit]

user@host# security policies from-zone zone-name to-zone zone-name

[edit security policies from-zone zone-name to-zone zone-name]

user@host# policy policy-name match source-address IP-address

user@host# policy policy-name match destination-address IP-address

user@host# policy policy-name match application application-name application-name

user@host# policy policy-name then permit application-services application-traffic-control

rule-set app-rule-set-name
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例: AppQoS の構成

この例では、ポリシー内で AppQoS 優先化を有効にする方法を示します。

• 要件 1325ページ

• 概要 1325ページ

• 構成 1325ページ

• 確認 1327ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、指定したスループット以下のレベルに FTP アプリケーションが制限される一方

で、より標準的な速度および損失優先度レベルでその他のアプリケーションが送信されるよう

に、AppQoS が実装されます。

構成

ステップごとの手順 AppQoS 実装を構成するには、以下の手順に従います。

1. AppQoS マーキング専用に 1 つまたは複数の転送クラスを定義します。 この例では、単

一の転送クラス my-app-fc が定義され、キュー 0 に割り当てられます。

[edit]

user@host# set class-of-service forwarding-classes class my-app-fc queue-num 0

2. レート リミッタを定義します。 この例では、2 つのレート リミッタが定義されます。

注: デバイスに対して最大 1000 のレート リミッタを定義でますが、定義で

きるプロファイル（bandwidth-limit と burst-size-limit の一意の組み合わ

せ）は 16 だけです。

• 帯域幅が 100 Kbps、バースト制限が 13,000 バイトの test-r1

• 帯域幅が 200 Kbps、バースト制限が 26,000 バイトの test-r2

[edit]

user@host# set class-of-service application-traffic-control rate-limiters test-rl

bandwidth-limit 100

user@host# set class-of-service application-traffic-control rate-limiters test-rl

burst-size-limit 13000

user@host# set class-of-service application-traffic-control rate-limiters test-r2

bandwidth-limit 200

user@host# set class-of-service application-traffic-control rate-limiters test-r2

burst-size-limit 26000

3. AppQos ルールおよびアプリケーション一致基準を定義します。 この例では、ルール セッ

ト ftp-test1 の rule 0 が junos:FTP パケットに適用されます。
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[edit]

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

0 match application junos:FTP

4. junos:FTP パケットを検出したときの rule 0 のアクションを定義します。 この例では、

パケットが一致すると、転送クラス my-app-fc、DSCP 値 af22、および損失優先度 low

でマーキングされます。

[edit]

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

0 then forwarding-class my-app-fc

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

0 then dscp-code-point af22

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

0 then loss-priority low

5. rule 0 に対してレート リミッタを各方向のトラフィックに割り当てます。 この場合、

レート リミッタ test-r2 が両方向に設定されます。

注: レート リミッタ test-r2 は、rule 0 で一方または両方のトラフィック

方向に割り当てることができます。 また、ルール セット ftp-test1 内のそ

の他のルールに割り当てることもできます。 ただし、test-r2 がルール セッ

ト ftp-test1 に割り当てられた後、他のルール セットに割り当てることはで

きません。

[edit]

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

0 then rate-limit client-to-server test-r1

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

0 then rate-limit server-to-client test-r1

6. このアクションがトリガーされるたびに AppQoS イベントをログに記録します。

[edit]

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

0 then log

7. 前のルールと一致しなかったアプリケーション パケットを処理するその他のルールを定

義します。 この例では、2 つ目かつ最後のルールが残りすべてのアプリケーションに適

用されます。

[edit]

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

1 match application-any

8. 2 つ目のルールに対してレート リミッタを割り当てます。 この例では、FTP 以外からの

両方向のすべてのトラフィックにレート リミッタ test-r2 が割り当てられます。

[edit]

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

1 then rate-limit client-to-server test-r2

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

1 then rate-limit server-to-client test-r2

user@host# set class-of-service application-traffic-control rule-sets ftp-test1 rule

1 then log
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9. ポリシーに AppQoS 実装を追加します。 この例では、ポリシー p1 が Trust ゾーンから

Untrust ゾーンに向かうすべてのトラフィックにルール セット ftp-test1 を適用しま

す。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p1

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p1]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application any

user@host# set then permit application-services application-traffic-control rule-set

ftp-test1

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力してポリシー構成を確認します。 出力

が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。

...

policy p1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

application-services {

application-traffic-control {

rule-set ftp-test1

}

}

}

}

}

...

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認します。

• フロー セッション構成の確認 1327ページ

• セッション統計の確認 1328ページ

• レート リミッタ統計の確認 1329ページ

フロー セッション構成の確認

目的 AppQoS が有効になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security flow session extensive コマンドを入力します。
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user@host> show security flow session extensive

Session ID: 3729, Status: Normal, State: Active

Flag: 0x40

Policy name: p1

Source NAT pool: Null

Dynamic application: junos:FTP

Application traffic control rule-set: ftp-test1, Rule: rule0

Maximum timeout: 300, Current timeout: 276

Session State: Valid

Start time: 18292, Duration: 603536

In: 201.34.0.4/1 --> 224.0.0.13/1;pim,

Interface: reth1.0,

Session token: 0x1c0, Flag: 0x0x21

Route: 0x0, Gateway: 201.34.0.4, Tunnel: 0

Port sequence: 0, FIN sequence: 0,

FIN state: 0,

Pkts: 21043, Bytes: 1136322

Out: 224.0.0.13/1 --> 201.34.0.4/1;pim,

Interface: .local..0,

Session token: 0x80, Flag: 0x0x30

Route: 0xfffd0000, Gateway: 224.0.0.13, Tunnel: 0

Port sequence: 0, FIN sequence: 0,

FIN state: 0,

Pkts: 0, Bytes: 0

意味 application traffic control のエントリは、現在のセッションのルール セットおよびルール

を識別します。

セッション統計の確認

目的 AppQoS セッション統計が各エグレス ノードで収集されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show class-of-service application-traffic-control counter コマンドを入力し

ます。

user@host> show class-of-service application-traffic-control counter

pic: 2/1

Counter type Value

Sessions processed 300

Sessions marked 200

Sessions honored 0

Sessions rate limited 100

Client-to-server flows rate limited 100

Server-to-client flows rate limited 100

pic: 2/0

Counter type Value

Sessions processed 400

Sessions marked 300

Sessions honored 0

Sessions rate limited 200

Client-to-server flows rate limited 200

Server-to-client flows rate limited 200

意味 AppQoS 統計は、application-traffic-control サービスが有効になっている場合にのみ維持さ

れます。 処理、マーキング、および優先されたセッションの数は、セッションが構成済み
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AppQoS 機能に基づいて誘導されていることを示します。 レート制限統計は、レート制限され

た誘導セッション フローの数をカウントします。

レート リミッタ統計の確認

目的 FTP アプリケーションが検出されたときに帯域幅が想定どおりに制限されていることを確認し

ます。

アクション 動作モードで、show class-of-service application-traffic-control statistics rate-limiter

コマンドを入力します。

user@host> show class-of-service application-traffic-control statistics rate-limiter

pic: 2/1

Ruleset Application Client-to-server Rate(bps) Server-to-client Rate(bps)

ftp-test1 HTTP test-r2 200 test-r2 200

ftp-test1 HTTP test-r2 200 test-r2 200

ftp–test1 FTP test-r1 100 test-r1 100

pic: 2/0

Ruleset Application Client-to-server Rate(bps) Server-to-client Rate(bps)

ftp-test1 HTTP test-r2 200 test-r2 200

ftp-test1 HTTP test-r2 200 test-r2 200

ftp–test1 FTP test-r1 100 test-r1 100

ftp-test1 HTTP test-r2 200 test-r2 200

意味 ルール セットごとに各 PIC のリアルタイム アプリケーション帯域幅制限情報が表示されま

す。 このコマンドは、レート制限されるアプリケーションおよび適用されるプロファイルを表

示します。

関連項目 • Junos OS CLI Reference

• Junos OS セキュリティ構成ガイド
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第12部

シャーシ クラスタ

• シャーシ クラスタ 1333ページ
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第48章

シャーシ クラスタ

• シャーシ クラスタの概要 1333ページ

• シャーシ クラスタの形成について 1335ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループ 1335ページ

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェース 1359ページ

• シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメント 1373ページ

• シャーシ クラスタの制御プレーン 1378ページ

• シャーシ クラスタのデータ プレーン 1395ページ

• シャーシ クラスタの有効化の結果 1408ページ

• シャーシ クラスタの形成 1420ページ

• シャーシ クラスタのアップグレード 1447ページ

• シャーシ クラスタの無効化 1454ページ

• シャーシ クラスタでのマルチキャスト ルーティングについて 1454ページ

• 非対称シャーシ クラスタの実装 1456ページ

• アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装（J シリーズ デバイス） 1470ページ

• アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装（SRX シリーズ デバイス） 1484ページ

• IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装 1512ページ

シャーシ クラスタの概要

シャーシ クラスタリングでは、サポートされている同種の SRX シリーズ デバイスまたは J

シリーズ デバイスのペアをグループ化してクラスタを生成することにより、ネットワーク ノー

ドの冗長性が実現されます。 各デバイスは同バージョンの Junos OS を実行している必要があ

ります。 それぞれのノードの制御ポートは接続されて制御プレーンを形成し、この制御プレー

ンが構成およびカーネル状態を同期して、インターフェースとサービスの高可用性を促進しま

す。 同様に、それぞれのノードのデータ プレーンはファブリック ポートを介して接続され、

統合されたデータ プレーンを形成します。 ファブリック リンクにより、ノード間のフロー処

理の管理およびセッションの冗長性の管理が可能になります。

制御プレーン ソフトウェアは、アクティブ モードまたはバックアップ モードで動作します。

シャーシ クラスタとして構成した 2 つのノードが互いをバックアップし、一方のノードがプ

ライマリ デバイス、他方のノードがセカンダリ デバイスの役割を果たすことで、システムや

ハードウェアの障害が発生した際にプロセスおよびサービスのステートフル フェールオーバー
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が実現されます。 プライマリ デバイスに障害が発生した場合は、セカンダリ デバイスがトラ

フィックの処理を引き継ぎます。

データ プレーン ソフトウェアは、アクティブ/アクティブ モードで動作します。 シャーシ

クラスタでは、トラフィックがいずれかのデバイスを通過するとセッション情報が更新され、

この情報がファブリック リンクを介してノード間で転送されることで、フェールオーバーが発

生しても確立されたセッションはドロップされなくなります。 アクティブ/アクティブ モード

では、トラフィックが一方のノードのクラスタに入力され、他方のノードから出力されること

があります。

注: Junos OS リリース 10.4 では、IP バージョン 6（IPv6）を実行している SRX

シリーズおよび J シリーズのデバイスを、アクティブ/アクティブ（フェールオー

バー）シャーシ クラスタ構成で実装できるほか、アクティブ/パッシブ（フェール

オーバー）シャーシ クラスタ構成もサポートされています。 インターフェースに

は、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレス、あるいはその両方を設定できます。 ア

ドレス帳エントリには、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、およびドメイン名システ

ム（DNS）のあらゆる組み合わせを含めることができます。

シャーシ クラスタの機能には次のようなものがあります。

• クラスタ全体を管理する単一のアクティブな制御プレーンと複数のパケット転送エンジンを

備えた、弾力性のあるシステム アーキテクチャ。 このアーキテクチャにより、クラスタの

単一のデバイス ビューが提供されます。

• クラスタ内の各ノード間における、構成および動的なランタイム状態の同期。

• 物理インターフェースの監視と、障害パラメータが設定されたしきい値を超えた場合のフェー

ルオーバー。

• カプセル化された IPv4/IPv6 トラフィックを、それぞれ gr-0/0/0 および ip-0/0/0 の内部

インターフェースを使用してルーティングするための、汎用ルーティングのカプセル化（GRE）

および IP-over-IP IPv4 トンネルのサポート。 これらのインターフェースは、システム起

動時に Junos OS によって作成され、GRE トンネルおよび IP-over-IP トンネルの処理にの

み使用されます。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide for Security Devices』を参照

してください。

クラスタが何らかの時点でなりうる状態は、保留、一次、二次保留、二次、不適格、および無

効のいずれかです。 状態の移行は、インターフェース監視、SPU 監視、障害、手動フェール

オーバーなど、何らかのイベントによって発生します。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

• 1336ページの「シャーシ クラスタの冗長グループについて」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」
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シャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタを形成するには、サポートされている同種の SRX シリーズ デバイスまたは

J シリーズ デバイスのペアを組み合わせて、全体的に同一のセキュリティを実装する単一のシ

ステムとして機能させます。 SRX5600 および SRX5800 のシャーシ クラスタの場合、サービス

処理カード（SPC）の配置とタイプが、2 つのクラスタで一致する必要があります。 SRX3400

および SRX3600 のシャーシ クラスタの場合、SPC、I/O カード（IOC）、およびネットワーク

処理カード（NPC）の配置とタイプが、2 つのデバイスで一致する必要があります。

SRX シリーズのブランチ デバイス（SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、SRX650）および J シ

リーズのシャーシ クラスタの場合、デバイスは同種でなければなりませんが、搭載されている

物理インターフェース モジュール（PIM）は異なってもかまいません。

デバイスはクラスタに加わると、そのクラスタのノードになります。 クラスタ内のノードは、

固有のノード構成および管理 IP アドレスを除き、同じ構成を共有します。

レイヤー 2 ドメインには、最大 15 のシャーシ クラスタを配備できます。 クラスタおよび

ノードは次の方法で特定されます。

• クラスタは、1 ～ 15 の数値で指定される クラスタ ID （cluster-id）によって識別されま

す。

• クラスタ ノードは、0 ～ 1 の数値で指定される ノード ID （node）によって識別されます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1333ページの「シャーシ クラスタの概要」

• 「シャーシ クラスタのコントロールリンクの VLAN タグについて」

• 1336ページの「シャーシ クラスタの冗長グループについて」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1378ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンについて」

• 1395ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンについて」

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

シャーシ クラスタの冗長グループ

• シャーシ クラスタの冗長グループについて 1336ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループ 0 ～ 128 1337ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視 1343ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視 1345ページ

• グローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について 1350ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバー 1353ページ

1335Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第48章: シャーシ クラスタ

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


シャーシ クラスタの冗長グループについて

シャーシ クラスタリングでは、各冗長グループ、およびグループ内での優位性を通じて、イン

ターフェースとサービスの高可用性が実現されます。

冗長グループとは、オブジェクトのコレクションを含み管理する抽象的構成概念です。 冗長グ

ループには両ノードのオブジェクトが格納されます。 冗長グループはいずれの時点において

も、一方のノードでプライマリとなり、他方ではバックアップとなります。 あるノードで冗長

グループがプライマリであるという場合、そのノードではそのグループのオブジェクトがアク

ティブになります。

冗長グループはフェールオーバーの独立単位です。 各冗長グループは、他の冗長グループとは

無関係に、一方のノードから他方のノードへフェールオーバーします。 冗長グループがフェー

ルオーバーするとき、そのグループのオブジェクトはすべて一度にフェールオーバーします。

冗長グループの優位性を決定する要素は、ノードに設定された優先度、ノード ID（優先度が同

じ場合）、およびノードがアップする順序の 3 つです。 優先度の低いノードが最初にアップ

した場合は、そのノードに冗長グループの優位性が設定されます（優先使用が有効になってい

ない場合は、そのノードがプライマリのままになります）。

シャーシ クラスタには多数の冗長グループが含まれることがありますが、その一部が一方の

ノードでプライマリとなり、他のグループは他方のノードでプライマリとなる場合があります。

または、すべての冗長グループを 1 つのノードでプライマリとすることもできます。 ある冗

長グループの優位性は、他の冗長グループの優位性に影響を与えません。 冗長グループは最大

128 個作成できます。

1 つのクラスタに構成できるモニタリング IP の最大数は、SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、

および SRX650 のサービス ゲートウェイでは 64 です。

注: 冗長グループの最大数は、構成する冗長イーサネット インターフェースの数と

等しくなります。

冗長グループはユーザー独自の環境に合わせて構成できます。 冗長グループは、一方のノード

でプライマリとなり、他方ではバックアップとなるように構成します。 グループをプライマリ

とするノードは、冗長グループの構成内で両ノードの優先度を設定することで指定します。 優

先度が高いほうのノードが優先され、そのノードにある冗長グループのオブジェクトがアクティ

ブになります。

両ノードが同じ優先度となるように冗長グループが構成されている場合は、常にノード ID 番

号の最も小さいノードが優先され、冗長グループはそのノードでプライマリとなります。 2 つ

のノードから成るクラスタでは、優先度が同じ場合、常にノード 0 が優先されます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1337ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて」

• 1338ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について」

• 1343ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視について」

• 1345ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視について」
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• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタの冗長グループ 0 ～ 128

• シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて 1337ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について 1338ページ

• 例: シャーシ クラスタの冗長グループの構成 1340ページ

シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて

シャーシ クラスタ モードでデバイスを初期化すると、冗長グループ 0 と呼ばれる冗長グルー

プが作成されます。 冗長グループ 0 は、クラスタの各ノードのルーティング エンジン間にお

ける優位性とフェールオーバーを管理します。 冗長グループ 0 は他のすべての冗長グループ

と同様、一度に 1 つのノードでのみプライマリとなることができます。 クラスタ内でどのルー

ティング エンジンがアクティブになるかは、冗長グループ 0 がプライマリとなっているノー

ドによって決まります。 ノードは、そのルーティング エンジンがアクティブなルーティング

エンジンである場合、クラスタのプライマリ ノードとみなされます。

各ノードの優先度は、冗長グループ 0 の構成で指定します。 冗長グループ 0 の優位性は、以

下の優先度方式によって決まります。 デフォルトの heartbeat-threshold 値と heartbeat-interval

値を使用する場合は、3 秒値が間隔になることに注意してください。

• 最初に（他方のノードより少なくとも 3 秒前に）アップしたノードがプライマリ ノードと

なる。

• 両ノードが同時に（または他方の表示から 3 秒以内に）アップした場合:

• 設定されている優先度が高いほうのノードがプライマリ ノードとなる。

• 優先度が同じ（同じ値が設定されている、またはデフォルト設定が使用されている）場合

は、ノード ID が小さいほうのノード（ノード 0）がプライマリ ノードとなる。

優先使用が設定されていなければ、冗長グループ x （番号 1 ～ 128 の冗長グループ）に前の

優先度方式が適用されることもあります （1338ページの「「シャーシ クラスタの冗長グループ

1 ～ 128 について」」を参照してください）。

冗長グループ 0 の優先使用設定は有効化できません。 冗長グループ 0 のプライマリ ノード

を変更する場合は、手動フェールオーバーを実行する必要があります。

注意: 冗長グループ 0 の手動フェールオーバーを使用する際は、注意深く慎重に

行ってください。 冗長グループ 0 のフェールオーバーはルーティング エンジンの

フェールオーバーを意味するため、プライマリノードで実行中のすべてのプロセス

が強制終了され、新しいマスター ルーティング エンジンにスポーンされます。 こ

のフェールオーバーにより、ルーティング状態などの状態が失われ、システムの激

動によってパフォーマンスが低下する可能性があります。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•
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• 1338ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について」

• 1340ページの「例: シャーシ クラスタの冗長グループの構成」

• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について

冗長グループは 1 つまたは複数構成し、1 ～ 128 の番号をつけることができます。これは冗

長グループ x と呼ばれます。 冗長グループの最大数は、構成する冗長イーサネット インター

フェースの数と等しくなります（1360ページの表138を参照）。 それぞれの冗長グループ x は、

フェールオーバーの独立単位として機能し、一度に 1 つのノードでのみプライマリとなりま

す。

それぞれの冗長グループ x には、1 つまたは複数の冗長イーサネット インターフェースがあ

ります。 冗長イーサネット インターフェースは、物理ギガビット イーサネット インター

フェースのペアまたは高速イーサネット インターフェースのペアを少なくとも 1 つ含む擬似

インターフェースです。 冗長グループがノード 0 でアクティブになっている場合は、ノード

0 にある関連するすべての冗長イーサネット インターフェースの子リンクがアクティブになっ

ています。 冗長グループがノード 1 にフェールオーバーすると、ノード 1 にあるすべての冗

長イーサネット インターフェースの子リンクがアクティブになります。

優先使用が設定されていなければ、冗長グループ x の優位性は以下の優先度方式によって決ま

ります。 優先使用が設定されていれば、優先度が高いほうのノードがプライマリ ノードとな

ります。 デフォルトの heartbeat-threshold 値と heartbeat-interval 値を使用する場合は、3

秒値が間隔になることに注意してください。

• 最初に（他方のノードより少なくとも 3 秒前に）アップしたノードがプライマリ ノードと

なる。

• 両ノードが同時に（または他方の表示から 3 秒以内に）アップした場合:

• 設定されている優先度が高いほうのノードがプライマリ ノードとなる。

• 優先度が同じ（同じ値が設定されている、またはデフォルト設定が使用されている）場合

は、ノード ID が小さいほうのノード（ノード 0）がプライマリ ノードとなる。

SRX シリーズおよび J シリーズのシャーシ クラスタでは、複数の冗長グループを構成して、

トラフィックの負荷をクラスタ全体に分散させることができます。 たとえば、いくつかの冗長

グループ x を一方のノードのプライマリとして構成し、いくつかの冗長グループ x を他方の

ノードのプライマリとして構成することができます。 また、1 つの冗長グループ x を 1 つの

冗長イーサネット インターフェースと 1 対 1 の関係に構成して、どのインターフェース ト

ラフィックを流すかを制御することもできます。

冗長グループのトラフィックは、冗長グループがアクティブになっているノードで処理されま

す。 複数の冗長グループを構成することができるため、一部の冗長グループからのトラフィッ

クが一方のノードで処理され、同時に他の冗長グループのトラフィックが他方のノードで処理

されるといったことがありえます（冗長グループがどこでアクティブになっているかによる）。

複数の冗長グループがあるため、トラフィックは 1 つの冗長グループのイングレス インター
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フェースと、別の冗長グループに属するエグレス インターフェースを介して届くことが可能に

なります。 この状況では、イングレス インターフェースとエグレス インターフェースが同じ

ノードでアクティブになっていない可能性があります。 これが発生した場合、トラフィックは

ファブリック リンクを介して適切なノードに転送されます。

冗長グループ x を構成するときは、各ノードの優先度を指定して、冗長グループ x がプライ

マリになるノードを決定する必要があります。 優先度の高いノードが、プライマリノードとし

て選択されます。 冗長グループ x の優位性は、一方のノードから他方のノードにフェールオー

バーすることがあります。 冗長グループ x が他方のノードにフェールオーバーするときは、

ノードにあるその冗長グループの冗長イーサネット インターフェースがアクティブであり、そ

のインターフェースがトラフィックを通過させます。

1339ページの表137 は、SRX シリーズのシャーシ クラスタの冗長グループ x と、そのグループ

がプライマリになるノードを示しています。 この表は、冗長イーサネット インターフェース

と、冗長グループ x 用に構成されたそのインターフェースを示しています。

注: 一部のデバイスは、ギガビット イーサネット ポートと高速イーサネットポー

トの両方を備えています。

表137: シャーシ クラスタの冗長グループの例

インター

フェース

（ノード

1）

インター

フェース

（ノード

0）オブジェクト優先度プライマリグループ

——ノード 0 のルー

ティング エンジン

ノード 0: 254ノード 0冗長グループ 0

——ノード 1 のルー

ティング エンジン

ノード 1: 2

ge-5/0/0ge-1/0/0冗長イーサネット

インターフェース

0

ノード 0: 254ノード 0冗長グループ 1

ge-5/3/0ge-1/3/0冗長イーサネット

インターフェース

1

ノード 1: 2

ge-6/0/0ge-2/0/0冗長イーサネット

インターフェース

2

ノード 0: 2ノード 1冗長グループ 2

ge-6/3/0ge-2/3/0冗長イーサネット

インターフェース

3

ノード 1: 254
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表137: シャーシ クラスタの冗長グループの例 （続き）

インター

フェース

（ノード

1）

インター

フェース

（ノード

0）オブジェクト優先度プライマリグループ

ge-7/0/0ge-3/0/0冗長イーサネット

インターフェース

4

ノード 0: 254ノード 0冗長グループ 3

ge-7/3/0ge-3/3/0冗長イーサネット

インターフェース

5

ノード 1: 2

1339ページの表137 のシャーシ クラスタの例は、次のことを示しています。

• ノード 0 のルーティング エンジンがアクティブなのは、冗長グループ 0 がノード 0 でプ

ライマリになっているからです （ノード 1 のルーティング エンジンはパッシブであり、

バックアップとして機能しています）。

• ノード 0 では冗長グループ 1 がプライマリになっています。 冗長イーサネット インター

フェース 0 および冗長イーサネット インターフェース 1 に属するインターフェース ge-1/0/0

と ge-1/3/0 は、アクティブでありトラフィックを処理しています。

• ノード 1 では冗長グループ 2 がプライマリになっています。 冗長イーサネット インター

フェース 2 および冗長イーサネット インターフェース 3 に属するインターフェース ge-6/0/0

と ge-6/3/0 は、アクティブでありトラフィックを処理しています。

• ノード 0 では冗長グループ 3 がプライマリになっています。 冗長イーサネット インター

フェース 4 および冗長イーサネット インターフェース 5 に属するインターフェース ge-3/0/0

と ge-3/3/0 は、アクティブでありトラフィックを処理しています。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1337ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて」

• 1340ページの「例: シャーシ クラスタの冗長グループの構成」

• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

例: シャーシ クラスタの冗長グループの構成

この例は、シャーシ クラスタの冗長グループの構成方法を示しています。

• 要件 1341ページ

• 概要 1341ページ

• 構成 1341ページ

• 確認 1342ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

1. シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID を設定します。 1437ページの「「例:

シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」」を参照してください。

2. シャーシ クラスタの管理インターフェースを構成します。 1439ページの「「例: シャーシ

クラスタの管理インターフェースの構成」」を参照してください。

3. シャーシ クラスタのファブリックを構成します。 1399ページの「「例: シャーシ クラスタ

のファブリックの構成」」を参照してください。

概要

シャーシ クラスタの冗長グループは、オブジェクトのコレクションを含み管理する抽象的エン

ティティです。 各冗長グループは、フェールオーバーの独立単位として機能し、一度に 1 つ

のノードでのみプライマリとなります。

この例では、0 と 1 という 2 つのシャーシ クラスタの冗長グループを作成します。

• 0—ノード 0 には優先度 100、ノード 1 には優先度 1 が割り当てられます。

• 1—ノード 0 には優先度 100、ノード 1 には優先度 1 が割り当てられます。

優先使用オプションは有効化されており、インターフェースが属する冗長グループがフェール

オーバーした際にそのインターフェースが他のネットワーク デバイスに自身の存在を通知する

ために送信できる Gratuitous ARP 要求の数は 4 です。

構成

CLI 簡単構成 シャーシ クラスタの冗長グループを簡単に構成するには、以下のコマンドをコピーして CLI

に貼り付けます。

[edit]

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 preempt

set chassis cluster redundancy-group 1 gratuitous-arp-count 4

ステップごとの手順 シャーシ クラスタの冗長グループを構成するには、以下の手順に従います。

1. 冗長グループの優位性を決めるための優先度を、クラスタの各ノードで指定します。 よ

り高い値が優先されます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

2. 優先度の高いノードがフェールオーバーを開始して冗長グループのプライマリとなること

ができるかどうかを指定します。
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{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 preempt

3. インターフェースの属する冗長グループがフェールオーバーした際に、そのインターフェー

スが他のネットワーク デバイスに自身の存在を通知するために送信できる Gratuitous

ARP 要求の数を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 gratuitous-arp-count 4

結果 構成モードで、show chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力して構成内容を

確認します。 意図した構成が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修

正します。

{primary:node0}[edit]

user@host# show chassis cluster

chassis {

cluster {

redundancy-group 0 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

preempt;

gratuitous-arp-count 4;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が正しく機能していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認 1342ページ

シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認

目的 シャーシ クラスタの冗長グループのステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host>show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 100 secondary no no

node1 1 primary yes no

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•
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• 1337ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて」

• 1338ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について」

• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視

• シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視について 1343ページ

• 例: シャーシ クラスタのインターフェース監視の設定 1344ページ

シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視について

冗長グループを自動的に別のノードにフェールオーバーさせるには、そのグループのインター

フェースを監視する必要があります。 冗長グループを構成する際は、冗長グループでステータ

ス（“ヘルス”ともいう）を監視する一連のインターフェースを指定し、各インターフェース

がアップかダウンかを確認することができます。 監視するインターフェースは、各インター

フェースのいずれかの冗長イーサネット インターフェースの子インターフェースとして構成で

きます。 冗長グループのインターフェースの監視を設定する際は、インターフェースにウェイ

トを割り当てます。

すべての冗長グループは、初期の許容しきい値が 255 に設定されています。 冗長グループに

監視されているインターフェースが使用不能になると、そのウェイトは冗長グループのしきい

値から差し引かれます。 冗長グループのしきい値が 0 に達すると、グループは他方のノード

にフェールオーバーします。 たとえば、ノード 0 で冗長グループ 1 がプライマリとなってい

る場合、しきい値を超えるイベントが発生すると、冗長グループ 1 はノード 1 のプライマリ

となります。 この場合、冗長グループ 1 の冗長イーサネット インターフェースのすべての子

インターフェースが、トラフィックの処理を開始します。

注: インターフェース監視は、SRX シリーズのブランチ デバイスの冗長グループ 0

（RG0）ではサポートされていません。

冗長グループのフェールオーバーは、冗長グループの監視されているインターフェースの累計

ウェイトによって、グループのしきい値が 0 に到達することで発生します。 両ノードの冗長

グループの監視されているインターフェースが同時にしきい値に達すると、冗長グループはノー

ド ID が小さいほうのノード（この場合はノード 0）でプライマリとなります。

注:

• インターフェース監視の障害によって発生するフェールオーバーを抑制する場合

は、hold-down-interval 文を使用します。

• 冗長グループ 0（RG0）でフェールオーバーが発生すると、RG0 のセカンダリにお

けるインターフェース監視は 30 秒間無効化されます。 これにより、RG0 のフェー

ルオーバーにともなう他の冗長グループのフェールオーバーが防止されます。
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関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1337ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて」

• 1338ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について」

• 1344ページの例: シャーシ クラスタのインターフェース監視の設定

• 1345ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視について」

• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1350ページのグローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について

例: シャーシ クラスタのインターフェース監視の設定

この例は、もう 1 つのノードへのインターフェースの自動フェールオーバーを、特定の冗長グ

ループで監視するように指定する方法を示しています。 監視するインターフェースにウェイト

を割り当てます。

• 要件 1344ページ

• 概要 1344ページ

• 構成 1344ページ

• 確認 1345ページ

要件

始める前に、冗長グループを作成します。 1340ページの「「例: シャーシ クラスタの冗長グルー

プの構成」」を参照してください。

概要

システムの設定で、冗長グループに属するインターフェースのヘルスを監視するよう指定する

ことができます。 監視するインターフェースにウェイトを割り当てると、システムでインター

フェースの可用性が監視されます。 物理インターフェースに障害が発生すると、そのウェイト

は対応する冗長グループのしきい値から差し引かれます。 すべての冗長グループは、しきい値

が 255 に設定されています。 しきい値が 0 に達すると、冗長グループが手動フェールオー

バー モードにあり優先使用オプションが無効になっていても、フェールオーバーが発生しま

す。

この例では、1 という名前の冗長グループで ge-7/0/3 インターフェースにウェイト 255 を設

定します。

構成

ステップごとの手順 シャーシ クラスタのインターフェース監視を設定するには、以下の手順に従います。

1. 冗長グループで監視するインターフェースを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-7/0/3 weight

255

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit
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確認

構成が正しく機能していることを確認するには、show chassis cluster interfaces コマンドを

入力します。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1337ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて」

• 1338ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について」

• 1343ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視について」

• 1345ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視について」

• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1350ページのグローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について

シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視

• シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視について 1345ページ

• 例: シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視の設定 1347ページ

シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視について

冗長グループの IP アドレス監視では、エンドツーエンドの接続がチェックされ、冗長イーサ

ネット インターフェース（reth と呼ばれる）が設定された IP アドレスに到達できない場合

に冗長グループのフェールオーバーが許可されます。 クラスタ内の両デバイスの冗長グループ

で特定の IP アドレスを監視するよう設定すると、ネットワーク上流のデバイスが到達可能か

どうかを判断できます。 冗長グループは、監視している IP アドレスが到達不能になった場

合、バックアップにフェールオーバーしてサービスを維持するように構成できます。 この監視

機能とインターフェース監視との主な違いは、IP アドレス監視ではインターフェースがまだ

アップしているときにフェールオーバーが許可されるものの、インターフェースが接続してい

るネットワーク デバイスは何らかの理由で到達不能であるという点です。 こうした状況にお

いても、クラスタの他方のノードは問題を回避してトラフィックをルーティングできることが

あります。

注: IP アドレス監視の障害によるフェールオーバーの発生を抑制する場合は、

hold-down-interval 文を使用します。

IP アドレス監視の設定では、監視するアドレスとそのフェールオーバー ウェイトだけでなく、

グローバル IP アドレス監視のしきい値とウェイトも設定できます。 監視しているアドレスの

到達可能性の障害の累計により、IP アドレス監視のグローバルしきい値に到達して初めて、IP

アドレス監視のグローバルウェイト値が冗長グループ’のフェールオーバーしきい値から差し

引かれます。 このため、複数のアドレスを同時に監視できるほか、トラフィック フローを維

持する上でのそのアドレスの重要性を反映させて監視することが可能になっています。 また、

到達不能でその後また到達可能になった IP アドレスのしきい値は、再度監視のしきい値とし

て設定されます。 ただし優先使用オプションが有効になっていない限り、これによってフェー

ルバックが発生することはありません。
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インターフェース監視（設定してある場合）のほか、SPU 監視、コールド同期監視、NPC 監視

（サポートされているプラットフォームで）などのビルトインのフェールオーバー監視に加え、

設定すれば IP アドレス監視のフェールオーバー値（グローバルウェイト）も考慮されます。

監視する必要がある主な IP アドレスはルーターゲートウェイアドレスで、これによりサービ

ス ゲートウェイに入ってくる有効なトラフィックが適切なネットワークルーターに転送される

ことを確認できます。

クラスタ上の監視されている IP アドレスのインターネット制御メッセージプロトコル（ICMP）

の ping パケットを送信するため、各ノードにつき 1 つのサービス処理ユニット（SPU）また

はパケット転送エンジン（PFE）が指定されています。 プライマリ PFE は、ルーティング エ

ンジン（RE）で解決されるアドレス解決プロトコル（ARP）要求を使用して、ping パケットを

送信します。 これらの ping のソースは、冗長イーサネット インターフェースの MAC アドレ

スと IP アドレスです。 セカンダリ PFE は、監視されている IP アドレス自体の ARP 要求を

解決します。 これらの ping のソースは、冗長イーサネット インターフェースで設定された

物理的な子 MAC アドレスとセカンダリ IP アドレスです。 ping 応答をセカンダリ インター

フェースで受信するには、I/O カード（IOC）、中央 PFE プロセッサ、またはフレックス IOC

が、物理的な子 MAC アドレスと冗長イーサネット インターフェースの MAC アドレスの両方

を、その MAC テーブルに追加することになります。 セカンダリ PFE は、冗長イーサネット

インターフェースで設定されたセカンダリ IP アドレスに送信される ARP 要求に対し、応答で

物理的な子 MAC アドレスを返します。

注: 冗長イーサネット インターフェースが VPN ルーティングと転送（VRF）インス

タンス用に設定されていない場合、SRX3000 シリーズおよび SRX5000 シリーズのデ

バイスでは IP アドレス監視がサポートされません。

監視されている IP アドレスの到達可能性をチェックするデフォルトの間隔は、1 秒間に 1 回

です。 この間隔は、retry-interval コマンドを使用して調整できます。 デフォルトの許容さ

れる連続した失敗 ping 試行の回数は 5 です。 許容される連続した失敗 ping 試行の回数は、

retry-count コマンドを使用して調整できます。 監視されている IP アドレスへの到達試行が、

設定された回数連続して失敗すると、IP アドレスは到達不能と判断され、そのフェールオー

バー値は冗長グループのグローバルしきい値から差し引かれます。

IP アドレスが到達不能と判断されると、そのウェイトはグローバルしきい値から差し引かれま

す。 再計算されたグローバルしきい値が 0 でない場合、IP アドレスは到達不能とマークされ

ますが、グローバルウェイトは冗長グループのしきい値から差し引かれません。 冗長グループ

の IP 監視のグローバルしきい値が 0 に達し、到達不能な IP アドレスがある場合は、到達不

能な IP アドレスが到達可能になるか、または設定変更により到達不能な IP アドレスが監視

対象から外されるまで、冗長グループはノード間でフェールオーバーとフェールバックを繰り

返します。 デフォルトと設定による hold-down-interval のフェールオーバーのダンプニング

は、いずれもまだ有効です。

すべての冗長グループ x は、初期の許容しきい値が 255 に設定されています。 冗長グループ

x に監視されている IP アドレスが使用不能になると、そのウェイトは冗長グループ x のしき

い値から差し引かれます。 冗長グループ x のしきい値が 0 に達すると、グループは他方の

ノードにフェールオーバーします。 たとえば、ノード 0 で冗長グループ 1 がプライマリと

なっている場合、しきい値を超えるイベントが発生すると、冗長グループ 1 はノード 1 のプ

ライマリとなります。 この場合、冗長グループ 1 の冗長イーサネット インターフェースのす

べての子インターフェースが、トラフィックの処理を開始します。
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冗長グループ x のフェールオーバーは、冗長グループ x の監視されている IP アドレスおよ

びその他の監視によって、グループのしきい値が 0 に到達することで発生します。 両ノード

の冗長グループ x の監視されている IP アドレスが同時にしきい値に達した場合は、ノード

ID が小さいほうのノード（通常はノード 0）の冗長グループ x がプライマリとなります。

注: SRX210、SRX220、SRX240、および SRX650 の各デバイスでは、シャーシ クラス

タの上流のデバイスの障害検出機能がサポートされるようになりました。

監視は、冗長イーサネット インターフェース（CLI コマンドおよびインターフェース リスト

では reth と呼ばれる）で IP アドレスが到達可能な場合にのみ可能であり、トンネルで IP

アドレスを監視することはできません。 セカンダリ クラスタ ノードの冗長イーサネット イ

ンターフェースを通じて IP アドレスを監視するには、インターフェースにセカンダリ IP ア

ドレスが設定されていなければなりません。 IP アドレス監視は、透過モードを実行している

シャーシ クラスタでは使用できません。 1 つのクラスタに設定できる監視 IP アドレスの最

大数は、SRX5000 ラインでは 64、SRX1400 デバイスおよび SRX3000 ラインでは 32 です。

注: 冗長グループの IP アドレス監視は、このリリースの IPv6 宛先についてはサ

ポートされていません。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1337ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて」

• 1338ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について」

• 1343ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視について」

• 1347ページの「例: シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視の設定」

• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1350ページのグローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について

例: シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視の設定

この例は、シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視を設定する方法を示していま

す。

• 要件 1347ページ

• 概要 1348ページ

• 構成 1348ページ

• 確認 1349ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID を設定します。 1437ページの「「例:

シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」」を参照してください。
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2. シャーシ クラスタの管理インターフェースを構成します。 1439ページの「「例: シャーシ

クラスタの管理インターフェースの構成」」を参照してください。

3. シャーシ クラスタのファブリックを構成します。 1399ページの「「例: シャーシ クラスタ

のファブリックの構成」」を参照してください。

概要

冗長グループの構成では、クラスタのいずれかのノードの冗長イーサネット インターフェース

を通して到達可能な特定の IP アドレスに ping を送信して、上流のリソースを監視すること

ができます。 また、冗長グループのグローバルしきい値、ウェイト、再試行間隔、および再試

行回数の各パラメータも設定できます。 監視している IP アドレスが到達不能になると、その

IP アドレスのウェイトが冗長グループの IP アドレス監視のグローバルしきい値から差し引か

れます。 グローバルしきい値が 0 に達すると、グローバルウェイトが冗長グループのしきい

値から差し引かれます。 再試行間隔は、冗長グループで監視している各 IP アドレスへの ping

の間隔を決定します。 ping は構成をコミットするとただちに送信されます。 再試行回数は、

冗長グループで監視している各 IP アドレスへの許容される連続した ping 失敗の回数を設定

します。

この例では、冗長グループ 1 に以下の項目を設定しています。

• 監視する IP アドレス—10.1.1.10

• IP アドレス監視のグローバルウェイト—100

• IP アドレス監視のグローバルしきい値—200

注: しきい値は、冗長グループが監視しているすべての IP アドレスに累計で適

用されます。

• IP アドレスの再試行間隔—3 秒

• IP アドレスの再試行回数—10 回

• ウェイト—150

• 冗長イーサネット インターフェース—reth1.0

• セカンダリ IP アドレス—10.1.1.101

構成

CLI 簡単構成 冗長グループの IP アドレス監視を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI に

貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

user@host#

set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring global-weight 100

set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring global-threshold 200

set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring retry-interval 3

set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring retry-count 10

set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring family inet 10.1.1.10 weight 150

interface reth1.0 secondary-ip-address 10.1.1.101
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ステップごとの手順 冗長グループの IP アドレス監視を設定するには、以下の手順に従います。

1. グローバル監視のウェイトを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring global-weight 100

2. グローバル監視のしきい値を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring global-threshold 200

3. 再試行間隔を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring retry-interval 3

4. 再試行回数を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring retry-count 10

5. 監視する IP アドレス、ウェイト、冗長イーサネット インターフェース、およびセカン

ダリ IP アドレスを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring family inet 10.1.1.10

weight 100 interface reth1.0 secondary-ip-address 10.1.1.101

結果 構成モードで、show chassis cluster status redundancy-group 1 コマンドを入力して構成内容

を確認します。 意図した構成が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を

修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show chassis cluster redundancy-group 1

ip-monitoring {

global-weight 100;

global-threshold 200;

family {

inet {

10.1.1.10 {

weight 100;

interface reth1.0 secondary-ip-address 10.1.1.101;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が正しく機能していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• 冗長グループの監視されている IP アドレスのステータス確認 1350ページ
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冗長グループの監視されている IP アドレスのステータス確認

目的 冗長グループの監視されている IP アドレスのステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster ip-monitoring status コマンドを入力します。 特定のグ

ループに関する情報については、show chassis cluster ip-monitoring status redundancy-group

コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster ip-monitoring status

node0:

--------------------------------------------------------------------------

Redundancy group: 1

IP address Status Failure count Reason

10.1.1.10 reachable 0 n/a

10.1.1.101 reachable 0 n/a

node1:

--------------------------------------------------------------------------

Redundancy group: 1

IP address Status Failure count Reason

10.1.1.10 reachable 0 n/a

10.1.1.101 reachable 0 n/a

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1337ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて」

• 1338ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について」

• 1343ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視について」

• 1345ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視について」

• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1350ページのグローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について

グローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について

シャーシ クラスタとして構成したデバイスを操作する際に監視するオブジェクトには、グロー

バル レベルのオブジェクトや冗長グループに固有のオブジェクトなど、さまざまなタイプのも

のがあります。 このセクションでは、グローバル レベルのオブジェクトの監視について説明

します。

SRX1400 デバイス、および SRX3000 と SRX5000 の各ラインには、サービス処理カード（SPC）

上で動作する 1 つまたは複数のサービス処理ユニット（SPU）が備えられています。 フロー

ベースのサービスはすべて、SPU 上で実行されます。 その他の SRX シリーズ デバイスおよび
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すべての J シリーズ デバイスには、フローベースの転送プロセス flowd が用意されており、

このプロセスによってパケットがデバイスを通じて転送されます。

• SPU 監視について 1351ページ

• flowd 監視について 1351ページ

• Cold-Sync 監視について 1352ページ

SPU 監視について

SPU 監視では、SPU および中央ポイント（CP）のヘルスが追跡されます。 各 SPC のシャーシ

マネージャが SPU と中央ポイントを監視し、さらにルーティング エンジンの chassisd との

ハートビートを維持します。 この階層型の監視システムでは、chassisd がハードウェアの障

害検出の中心になります。 SPU 監視はデフォルトで有効になっています。

注: SPU 監視は SRX1400 デバイス、および SRX3000 と SRX5000 の各ラインでサ

ポートされています。

ノードにおける SPU および中央ポイントの持続的な障害は、破滅的なパケット転送エンジン

（PEE）の障害とみなされます。 この場合、ノードの PFE は、冗長グループ x の優先度を 0

に下げることで、クラスタ内で無効化されます。

• 中央ポイントの障害は、セカンダリ ノードへのフェールオーバーを発生させます。 障害が

発生したノードの PFE（すべての SPC およびすべての I/O カード（IOC）を含む）は、自動

的に再起動されます。 セカンダリの中央ポイントでも障害が発生した場合、プライマリ デ

バイスが存在しないため、クラスタはアップすることができません。 データ プレーン（冗

長グループ x）だけがフェールオーバーします。

• 単一の SPU に障害が発生した場合は、冗長グループ x がセカンダリ ノードにフェールオー

バーします。 障害が起こったノードの IOC と SPC はすべて再起動され、冗長グループ x

はセカンダリ ノードにフェールオーバーします。 セカンダリ ノードへのフェールオーバー

は、ユーザーの介入を必要とせず自動的に行われます。 障害が発生した（前の）プライマリ

ノードで、障害が出たコンポーネントが復旧すると、冗長グループ x の優先使用設定によっ

てフェールバックが決定されます。 デッド状態の SPU の検出間隔は 30 秒です。

flowd 監視について

flowd 監視では、flowd プロセスのヘルス状態が追跡されます。 flowd 監視はデフォルトで有

効になっています。

注: flowd 監視は、SRX100、SRX210、および SRX220 の各デバイスでサポートされ

ています。 J シリーズのデバイスではサポートされていません。

ノードにおける flowd の持続的な障害は、破滅的なパケット転送エンジン（PEE）の障害とみ

なされます。 この場合、ノードの PFE は、冗長グループ x の優先度を 0 に下げることで、

クラスタ内で無効化されます。

flowd プロセスに障害が発生すると、冗長グループ x がセカンダリ ノードにフェールオーバー

します。 セカンダリ ノードへのフェールオーバーは、ユーザーの介入を必要とせず自動的に
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行われます。 障害が発生した（前の）プライマリ ノードで、障害が出たコンポーネントが復

旧すると、冗長グループ x の優先使用設定によってフェールバックが決定されます。

Cold-Sync 監視について

SPU または flowd の起動時にデータ プレーンのランタイム オブジェクト（RTO）を同期化す

るプロセスは、 cold sync と呼ばれます。 すべての RTO が同期されると、cold-sync プロセ

スは完了し、ノードの SPU または flowd は必要に応じてプライマリ ノードを引き継げるよう

になります。 ノードの全 SPU または全 flowd の cold-sync 状態を監視するプロセスは、

cold sync 監視と呼ばれます。 優先使用が有効になっている場合、cold-sync 監視により、

ノードの SPU または flowd の cold-sync プロセスが完了するまで、ノードがマスターシップ

を引き継げなくなることを念頭に置いてください。 cold sync 監視はデフォルトで有効になっ

ています。

ノードを再起動するか、SPU または flowd が障害から復旧すると、すべての冗長グループ x

の優先度が 0 になります。 SPU または flowd は、アップすると他方のノードにあるミラーの

SPU または flowd とともに、cold-sync プロセスの開始を試みます。

これがクラスタ内の唯一のノードである場合は、すべての冗長グループ x の優先度が、クラス

タに新しいノードが加わるまで 0 のままになります。 優先度が 0 でも、デバイスはインター

フェースを介してトラフィックを送受信できます。 0 という優先度は、障害が発生してもフェー

ルオーバーはできないことを意味します。 新しいノードがクラスタに加わると、すべての SPU

または flowd は、アップになると同時に、既存のノードのミラー SPU または flowd とともに

cold-sync プロセスを開始します。

すでにアップになっているノードの SPU または flowd は、ピア ノードの SPU または flowd

からの cold-sync 要求を検出すると、cold-sync プロセスが完了したというメッセージをシス

テムに対してポストします。 新しく加わったノードの SPU または flowd も、同様のメッセー

ジをポストします。 ただしこのメッセージは、すべての RTO が確認され cold-sync が完了し

た後にポストされます。 すべての SPU または flowd からの完了メッセージが受信されると、

冗長グループ x は、監視されているコンポーネント（インターフェースなど）に他の障害がな

ければ、各ノードで設定された優先度になります。 このアクションにより、冗長グループ x

の既存のプライマリ ノードは常に、まず設定された優先度に移行します。 後でクラスタに加

わるノードは、その SPU または flowd がすべて cold-sync プロセスを完了して初めて、設定

された優先度に移行します。 このアクションにより、新しく追加されたノードは、マスター

シップを引き継ぐ前にすべての RTO に対して準備ができます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1337ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 0: ルーティング エンジンについて」

• 1338ページの「シャーシ クラスタの冗長グループ 1 ～ 128 について」

• 1343ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視について」

• 1345ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの IP アドレス監視について」

• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」
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シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバー

• シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて 1353ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーについて 1354ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーの開始 1355ページ

• 例: シャーシ クラスタに冗長グループの連続フェールオーバー間のダンプニング時間を設定

する 1357ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーのSNMP フェールオーバー トラップに

ついて 1358ページ

シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて

シャーシ クラスタは、高可用性を促進する多数の非常に効率的なフェールオーバー メカニズ

ムを採用して、システムの全体的な信頼性と生産性を向上させます。

冗長グループは、1 つのグループとしてフェールオーバーするオブジェクトのコレクションで

す。 各冗長グループがそれぞれ 1 セットのオブジェクト（物理インターフェース）を監視し、

監視される各オブジェクトにはウェイトが割り当てられます。 各冗長グループは、初期のしき

い値が 255 に設定されています。 監視されているオブジェクトに障害が発生すると、そのオ

ブジェクトのウェイトは冗長グループのしきい値から差し引かれます。 しきい値が 0 に達す

ると、冗長グループは他方のノードにフェールオーバーします。 その結果、冗長グループに関

連付けられているすべてのオブジェクトもフェールオーバーします。 ルーティング プロトコ

ルの正常な再起動により、SRX シリーズ デバイスではフェールオーバー中のトラフィックの中

断が最小限に抑えられます。

冗長グループのフェールオーバーが短い間隔で連続して発生すると、クラスタが予期せぬ動作

を示すことがあります。 こうした予期せぬ動作を防止するには、各フェールオーバーの間のダ

ンプニング時間を設定します。 フェールオーバーの発生時には、冗長グループの前のプライマ

リ ノードが二次保留状態に移行し、ホールドダウン間隔が終了するまで二次保留状態のままに

なります。 ホールドダウン間隔が終了すると、前のプライマリ ノードは二次状態に移行しま

す。 ホールドダウン間隔中に新しいプライマリ ノードで障害が発生すると、ただちにフェー

ルオーバーが行われ、ホールドダウン間隔が上書きされます。

冗長グループ 0 のデフォルトのダンプニング時間は 300 秒（5 分）で、hold-down-interval

文を使用すれば最長 1800 秒まで設定できます。 多数のルートや論理インターフェースに関す

る構成など一部の構成では、デフォルトの間隔またはユーザーが設定した間隔が十分でないこ

とがあります。 こうした場合は、フェールオーバーの準備ができるまで、ダンプニング時間が

自動的に 60 秒単位で延長されます。

冗長グループ x（番号 1 ～ 128 の冗長グループ）は、デフォルトのダンプニング時間が 1 秒

となっており、これは 0 ～ 1800 秒の範囲で設定できます。

ホールドダウン間隔は手動フェールオーバーのほか、監視の障害に関連して発生する自動フェー

ルオーバーにも影響を与えます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1343ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのインターフェース監視について」

• 1354ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーについて」
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• 1355ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーの開始」

• 1357ページの「例: シャーシ クラスタに冗長グループの連続フェールオーバー間のダンプニン

グ時間を設定する」

• 1358ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーのSNMP フェールオーバー

トラップについて」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1350ページの「グローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について」

シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーについて

冗長グループ x （番号 1 ～ 128 の冗長グループ）のフェールオーバーは手動で開始できま

す。 手動フェールオーバーは、フェールバック イベントが発生するまで適用されます。

たとえば、冗長グループ 1 をノード 0 からノード 1 へ手動でフェールオーバーさせたとしま

す。 その後、冗長グループ 1 が監視しているインターフェースに障害が発生し、新しいプラ

イマリ冗長グループのしきい値が 0 に下がったとします。 このイベントはフェールバック イ

ベントとみなされ、制御は元の冗長グループに戻ります。

冗長グループ 0 のプライマリ ノードを変更したい場合も、冗長グループ 0 のフェールオー

バーを手動で開始できます。 冗長グループ 0 の優先使用設定は有効化できません。

冗長グループ 0 の手動フェールオーバーを行うと、一次状態のノードが二次保留状態に移行し

ます。 そのノードはデフォルトの時間または設定された時間（最低 300 秒）の間、二次保留

状態にとどまり、その後二次状態に移行します。

あるノードが二次保留状態にあって他方のノードが再起動した場合、あるいはそのノードでコ

ントロール リンクの接続またはファブリック リンクの接続が失われた場合、状態移行は以下

のようになります。

• 再起動のケース — 二次保留状態のノードは一次状態に移行し、他方のノードはデッド（非ア

クティブ）状態になります。

• コントロール リンク障害のケース — 二次保留状態のノードは不適格状態になり、その後無

効状態に移行します。他方のノードは一次状態に移行します。

• ファブリック リンク障害のケース — 二次保留状態のノードは、直接無効状態に移行します。

稼動中ソフトウェアアップグレード（ISSU）の間は、ここで説明した移行は行われないことを

念頭に置いてください。 代わりに、他方の（プライマリ）ノードが直接二次状態に移行しま

す。これは Juniper リリース 10.0 以前では、二次保留状態が解釈されないからです。 ISSU

を開始する際、いずれかのノードに 1 つまたは複数の二次保留状態の冗長グループがある場合

は、それが二次状態に移行するのを待ってからでないと、手動フェールオーバーを実行して 1

つのノードの全冗長グループをプライマリにすることはできません。

注意: 冗長グループ 0 の手動フェールオーバーを使用する際は、注意深く慎重に

行ってください。 冗長グループ 0 のフェールオーバーはルーティング エンジンの

フェールオーバーを意味するため、プライマリノードで実行中のすべてのプロセス

が強制終了され、新しいマスター ルーティング エンジンにスポーンされます。 こ
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のフェールオーバーにより、ルーティング状態などの状態が失われ、システムの激

動によってパフォーマンスが低下する可能性があります。

注: 冗長グループ x については、優先度が 0 のノードでも手動フェールオーバー

を実行できます。 手動フェールオーバーを実行する前に、 show chassis cluster

status コマンドを使用して、冗長グループのノードの優先度を確認することをお勧

めします。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1353ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」

• 1355ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーの開始」

• 1357ページの「例: シャーシ クラスタに冗長グループの連続フェールオーバー間のダンプニン

グ時間を設定する」

• 1358ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーのSNMP フェールオーバー

トラップについて」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1350ページの「グローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について」

• 1448ページの「ISSU を使用したシャーシ クラスタの両デバイスのアップグレード」

シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーの開始

フェールオーバーを手動で開始するには、request コマンドを使用します。 手動フェールオー

バーを行うと、そのメンバーの冗長グループの優先度が 255 に上がります。

作業を開始する前に、以下のタスクを完了してください。

• 1340ページの「例: シャーシ クラスタの冗長グループの構成」

• 1362ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの構成」

• 1357ページの「例: シャーシ クラスタに冗長グループの連続フェールオーバー間のダンプニン

グ時間を設定する」

注意: 冗長グループ 0 の手動フェールオーバーを使用する際は、注意深く慎重に

行ってください。 冗長グループ 0 のフェールオーバーはルーティング エンジン

（RE）のフェールオーバーを意味するため、プライマリノードで実行中のすべての

プロセスが強制終了され、新しいマスター ルーティング エンジン（RE）にスポー

ンされます。 このフェールオーバーにより、ルーティング状態などの状態が失わ

れ、システムの激動によってパフォーマンスが低下する可能性があります。
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注: 冗長グループ x（番号 1 ～ 128 の冗長グループ）については、優先度が 0 の

ノードでも手動フェールオーバーを実行できます。 手動フェールオーバーを実行す

る前に、冗長グループのノードの優先度を確認することをお勧めします。

show コマンドを使用して、クラスタ内のノードのステータスを表示します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 0

Cluster ID: 9

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 254 primary no no

node1 1 secondary no no

このコマンドに対する出力は、ノード 0 がプライマリであることを示しています。

request コマンドを使用して、フェールオーバーをトリガーし、ノード 1 をプライマリにしま

す。

{primary:node0}

user@host> request chassis cluster failover redundancy-group 0 node 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Initiated manual failover for redundancy group 0

show コマンドを使用して、クラスタ内のノードの新しいステータスを表示します。

{secondary-hold:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 0

Cluster ID: 9

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 2

node0 254 secondary-hold no yes

node1 255 primary no yes

このコマンドに対する出力では、これでノード 1 がプライマリになり、ノード 0 は二次保留

状態になったことがわかります。 5 分後、ノード 0 は二次状態に移行します。

冗長グループのフェールオーバーは、request コマンドを使用してリセットできます。 この変

更はクラスタ全体に伝搬されます。

{secondary-hold:node0}

user@host> request chassis cluster failover reset redundancy-group 0 node 0

node0:

--------------------------------------------------------------------------

No reset required for redundancy group 0.

node1:

--------------------------------------------------------------------------

Successfully reset manual failover for redundancy group 0

連続フェールオーバーは、5 分間の間隔が終了するまでトリガーできません。

{secondary-hold:node0}

user@host> request chassis cluster failover redundancy-group 0 node 0

node0:

--------------------------------------------------------------------------
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Manual failover is not permitted as redundancy-group 0 on node0 is in secondary-hold state.

show コマンドを使用して、クラスタ内のノードの新しいステータスを表示します。

{secondary-hold:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 0

Cluster ID: 9

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 2

node0 254 secondary-hold no no

node1 1 primary no no

このコマンドに対する出力は、いずれのノードでも連続フェールオーバーは発生していないこ

とを示しています。

手動フェールオーバーの実行後は、再度フェールオーバーを要求する前に、reset failover コ

マンドを発行する必要があります。

プライマリ ノードに障害が発生し、その後再度アップした場合、プライマリ ノードの選定は

通常の基準（優先度および優先使用設定）に基づいて行われます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1354ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーについて」

• 1357ページの「例: シャーシ クラスタに冗長グループの連続フェールオーバー間のダンプニン

グ時間を設定する」

• 1358ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーのSNMP フェールオーバー

トラップについて」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1350ページの「グローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について」

例: シャーシ クラスタに冗長グループの連続フェールオーバー間のダンプニング時間を

設定する

この例は、シャーシ クラスタの冗長グループの連続フェールオーバー間のダンプニング時間を

設定する方法を示しています。 冗長グループの連続フェールオーバーがあまり短時間のうちに

発生すると、シャーシ クラスタが予期せぬ動作を示すことがあります。

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 冗長グループのフェールオーバーについて理解しておきます。 1353ページの「「シャーシ ク

ラスタの冗長グループのフェールオーバーについて」」を参照してください。

• 冗長グループの手動フェールオーバーについて理解しておきます。 1354ページの「「シャーシ

クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーについて」」を参照してください。
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概要

ダンプニング時間は、冗長グループの連続した各フェールオーバーの間に容認される最小間隔

です。 この間隔は、手動フェールオーバー、およびインターフェース監視の障害によって発生

する自動フェールオーバーに影響を与えます。

この例では、冗長グループ 0 の連続した各フェールオーバーの間に容認する最小間隔を、420

秒に設定します。

構成

ステップごとの手順 冗長グループの連続フェールオーバー間のダンプニング時間を設定するには、以下の手順に従

います。

1. 冗長グループのダンプニング時間を設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 hold-down-interval 420

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit

確認

構成が正しく機能していることを確認するには、show configuration chassis cluster コマンド

を入力します。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1354ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーについて」

• 1355ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーの開始」

• 1358ページの「シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーのSNMP フェールオーバー

トラップについて」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1350ページの「グローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について」

シャーシ クラスタの冗長グループのフェールオーバーのSNMP フェールオーバー トラッ

プについて

シャーシ クラスタリングでは SNMP トラップがサポートされており、これは冗長グループの

フェールオーバーがあるたびにトリガーされます。

トラップ メッセージは、フェールオーバーのトラブルシューティングに役立ちます。 このメッ

セージには以下の情報が含まれています。

• クラスタ ID およびノード ID

• フェールオーバーの理由

• フェールオーバーに関わった冗長グループ

• 冗長グループの前の状態と現在の状態

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1358

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


クラスタが何らかの時点でなりうる状態は以下のとおり、保留、一次、二次保留、二次、不適

格、および無効のいずれかです。 トラップは以下の状態移行について生成されます（保留状態

からの移行だけは、トラップをトリガーしません）。

• 一次 <–> 二次

• 一次 –> 二次保留

• 二次保留 –> 二次

• 二次 –> 不適格

• 不適格 –> 無効

• 不適格 –> 一次

• 二次 –> 無効

移行は、インターフェース監視、SPU 監視、障害、手動フェールオーバーなど、何らかのイベ

ントによって発生します。

出力インターフェースが、トラップを生成するルーティング エンジンのノードとは異なるノー

ドにある場合、トラップはコントロール リンクを介して転送されます。

traceoptions flag snmp 文を設定すると、トレース ログを生成するように指定できます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1354ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーについて」

• 1355ページの「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーの開始」

• 1357ページの「例: シャーシ クラスタに冗長グループの連続フェールオーバー間のダンプニン

グ時間を設定する」

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1350ページの「グローバル レベル オブジェクトのシャーシ クラスタの監視について」

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェース

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて 1359ページ

• 例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの構成 1362ページ

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループ 1366ページ

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

冗長イーサネット インターフェースは、クラスタの各ノードから少なくとも 1 つずつの物理

インターフェースを含む擬似インターフェースです。

冗長イーサネット インターフェースには、冗長イーサネット インターフェース（冗長親）の

子インターフェースと呼ばれる、ファスト イーサネット インターフェースのペアまたはギガ

ビット イーサネット インターフェースのペアが、少なくとも 1 つ含まれていなければなりま

せん。 冗長イーサネット インターフェースに各ノードから 2 つ以上の子インターフェースが

割り当てられている場合は、冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループが形成
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される必要があります。 1 つの冗長イーサネット インターフェースには、ノード 0 からの

ファスト イーサネット インターフェースが 1 つとノード 1 からのファスト イーサネット

インターフェースが 1 つ、またはノード 0 からのギガビット イーサネット インターフェー

スが 1 つとノード 1 からのギガビット イーサネット インターフェースが 1 つ含まれている

ことがあります。 冗長イーサネット インターフェースの各インターフェースは、同種（ファ

スト イーサネットまたはギガビット イーサネット）でなければなりませんが、各ノードの同

じスロットにある必要はありません。

SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、10 ギガビット

イーサネット（xe）インターフェースを冗長イーサネット（reth）インターフェースにできま

す。

注: 冗長イーサネット インターフェースは、構成コマンド中で reth と呼ばれま

す。

構成できる冗長イーサネット インターフェースの最大数は、1360ページの表138 に示すとおり、

使用するデバイスの種類によって異なります。 構成した冗長イーサネット インターフェース

の数によって、構成できる冗長グループの数が決まることに注意してください。

表138: 許可される冗長イーサネット インターフェースの最大数

reth インターフェースの

最大数デバイス

8SRX100

8SRX210

8SRX220

24SRX240

68SRX650

128SRX1400

128SRX3400

128SRX3600

128SRX5600

128SRX5800

128J2320

128J2350

128J4350
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表138: 許可される冗長イーサネット インターフェースの最大数 （続き）

reth インターフェースの

最大数デバイス

128J6350

冗長イーサネット インターフェースの子インターフェースは、子インターフェースの構成の一

部として冗長イーサネット インターフェースに関連付けられます。 冗長イーサネット イン

ターフェースの子インターフェースは、構成の大部分を親から継承します。

注: 冗長イーサネット インターフェースでは、promiscuous モードを有効化できま

す。 レイヤー 3 イーサネット インターフェースで promiscuous モードを有効化

すると、インターフェースで受信されたすべてのパケットが、パケットの宛先 MAC

アドレスに関わらず、中央ポイントまたはサービス処理ユニット（SPU）に送信され

ます。 冗長イーサネット インターフェースで promiscuous モードを有効化した場

合は、すべての子物理インターフェースで promiscuous モードが有効になります。

冗長イーサネット インターフェースで promiscuous モードを有効化するには、[edit

interfaces] 階層で promiscuous-mode 文を使用します。

冗長イーサネット インターフェースは、属する冗長グループ x のフェールオーバー プロパ

ティを継承します。 冗長イーサネット インターフェースは、そのプライマリ子インターフェー

スが使用可能またはアクティブである限り、アクティブのままになります。 たとえば、reth0

が冗長グループ 1 に関連付けられており、冗長グループ 1 がノード 0 でアクティブになって

いる場合、reth0 は reth0 のノード 0 の子がアップしている限りアップ状態のままになりま

す。

冗長イーサネット（reth）インターフェース上の Point-to-Point Protocol over Ethernet

（PPPoE）は、SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、SRX650 の各デバイスと、すべての J シリー

ズ デバイスのシャーシ クラスタ モードでサポートされています。 この機能により、フェー

ルオーバー時には新しい PPP0E セッションを開始することなく、既存の PPPoE セッションを

続行できます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1362ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの構成」

• 1366ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グルー

プについて」

• 1373ページの「シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」
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例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの構成

この例は、シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの構成方法を示していま

す。 冗長イーサネット インターフェースは、2 つ以上の物理インターフェース（クラスタの

各ノードから少なくとも 1 つずつ）を含む擬似インターフェースです。

• 要件 1362ページ

• 概要 1362ページ

• 構成 1362ページ

• 確認 1365ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」

• 1340ページの「例: シャーシ クラスタの冗長グループの構成」

概要

冗長イーサネット インターフェースに物理インタフェースが割り当てられたら、冗長イーサ

ネット インターフェースのレベルで物理インタフェースに関連する設定を行うと、それぞれの

子インターフェースがその設定を継承します。

冗長イーサネット インターフェースは、構成コマンド中で reth と呼ばれます。

注: 冗長イーサネット インターフェースでは、promiscuous モードを有効化できま

す。 レイヤー 3 イーサネット インターフェースで promiscuous モードを有効化

すると、インターフェースで受信されたすべてのパケットが、パケットの宛先 MAC

アドレスに関わらず、中央ポイントまたはサービス処理ユニットに送信されます。

冗長イーサネット インターフェースで promiscuous モードを有効化した場合は、

すべての子物理インターフェースで promiscuous モードが有効になります。

冗長イーサネット インターフェースで promiscuous モードを有効化するには、[edit

interfaces] 階層で promiscuous-mode 文を使用します。

構成

CLI 簡単構成 IPv4 の冗長イーサネット インターフェースを簡単に構成するには、以下のコマンドをコピー

して CLI に貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-7/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces fe-1/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

set interfaces fe-8/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2
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set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet mtu 1500

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 10.1.1.3/24

set security zones security-zone Trust interfaces reth1.0

IPv6 の冗長イーサネット インターフェースを簡単に構成するには、以下のコマンドをコピー

して CLI に貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-7/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces fe-1/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

set interfaces fe-8/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

set interfaces reth2 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth2 unit 0 family inet6 mtu 1500

set interfaces reth2 unit 0 family inet6 address 2010:2010:201::2/64

set security zones security-zone Trust interfaces reth2.0

ステップごとの手順 IPv4 の冗長イーサネット インターフェースを構成するには、以下の手順に従います。

1. 冗長子物理インターフェースを reth1 にバインドします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-7/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

2. 冗長子物理インターフェースを reth2 にバインドします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fe-1/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

user@host# set interfaces fe-8/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

3. reth1 を冗長グループ 1 に追加します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

4. MTU サイズを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet mtu 1500

5. reth1 に IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 10.1.1.3/24

6. reth1.0 を Trust セキュリティゾーンに関連付けます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone Trust interfaces reth1.0

ステップごとの手順 IPv6 の冗長イーサネット インターフェースを構成するには、以下の手順に従います。

1. 冗長子物理インターフェースを reth1 にバインドします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-7/0/0 gigether-options redundant-parent reth1
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2. 冗長子物理インターフェースを reth2 にバインドします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fe-1/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

user@host# set interfaces fe-8/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

3. reth2 を冗長グループ 1 に追加します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth2 redundant-ether-options redundancy-group 1

4. MTU サイズを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth2 unit 0 family inet6 mtu 1500

5. reth2 に IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth2 unit 0 family inet6 address 2010:2010:201::2/64

6. reth2.0 を Trust セキュリティゾーンに関連付けます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone Trust interfaces reth2.0

結果 構成モードで、show interfaces reth0 コマンドを入力して、構成内容を確認します。 意図し

た構成が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show interfaces

interfaces {

...

fe-1/0/0 {

fastether-options {

redundant-parent reth2;

}

}

fe-8/0/0 {

fastether-options {

redundant-parent reth2;

}

}

ge-0/0/0 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-7/0/0 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

reth1 {

redundant-ether-options {
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redundancy-group 1;

}

unit 0 {

family inet {

mtu 1500;

address 10.1.1.3/24;

}

}

}

reth2 {

redundant-ether-options {

redundancy-group 1;

}

unit 0 {

family inet6 {

mtu 1500;

address 2010:2010:201::2/64;

}

}

}

...

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が正しく機能していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの確認 1365ページ

• シャーシ クラスタのコントロール リンクの確認 1365ページ

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの確認

目的 シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの構成を確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces | match reth1 コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show interfaces | match reth1

ge-0/0/0.0 up down aenet --> reth1.0

ge-7/0/0.0 up down aenet --> reth0.0

reth1 up down

reth1.0 up down inet 10.1.1.3/24

シャーシ クラスタのコントロール リンクの確認

目的 シャーシ クラスタ構成で、制御インターフェースの情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link 0 name: em0

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group
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reth1 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

fe-1/0/0 200 Up 1

fe-8/0/0 200 Up 1

ge-0/0/0 200 Up 1

ge-7/0/0 200 Up 1

注: SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、8

つのキュー構成はシャーシ クラスタのインターフェースに反映されません。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1366ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グルー

プについて」

• 1373ページの「シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループ

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループについ

て 1366ページ

• 例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループの構

成 1368ページ

• 例: シャーシ クラスタの最低リンク数の設定 1371ページ

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループについて

IEEE 802.3ad に基づくイーサネットのリンク集約グループ（LAG）のサポートにより、スタン

ドアロン デバイスにおける物理インターフェースの集約が可能になります。 スタンドアロン

デバイスの LAG は、インターフェースの帯域幅を拡大し、リンクの可用性を向上させます。

シャーシ クラスタでリンクを集約することで、冗長イーサネット インターフェースは 2 つ以

上の物理子インターフェースを追加し、それによって冗長イーサネット インターフェースの

LAG を作成できます。 冗長イーサネット インターフェース LAG では、1 つの冗長イーサネッ

ト インターフェースについて、1 つのノードにつき最大 8 つのリンクを構成できます（1 つ

の冗長イーサネット インターフェースにつき合計 16 のリンク）。

冗長イーサネット インターフェース LAG の集約されたリンクは、スタンドアロン デバイス上

の LAG と同じ帯域幅および冗長性の利点を備えているうえ、シャーシ クラスタの冗長性も提

供します。 冗長イーサネット インターフェース LAG は、2 種類の同時冗長性を備えていま

す。 各ノードの冗長イーサネット インターフェース内の集約されたリンクは冗長なため、主

要な集約に含まれるあるリンクに障害が発生すると、そのトラフィックの負荷は残りのリンク

に引き継がれます。 プライマリ ノード上で十分な数の子リンクに障害が発生したら、冗長イー

サネット インターフェース LAG の構成により、冗長イーサネット インターフェース全体の全

トラフィックを他方のノードの集約リンクにフェールオーバーさせることができます。
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集約型イーサネット インターフェイス（ローカル LAG）も、シャーシ クラスタのいずれかの

ノードでサポートされていますが、これを冗長イーサネット インターフェイスに追加すること

はできません。 ローカル LAG は、システムのインターフェース リストで、ae- というプレ

フィックスにより確認できます。 同様に、既存のローカル LAG の子インターフェースは冗長

イーサネット インターフェースに追加できず、その逆も同じです。 クラスタ内のノードの接

続に使用されているスイッチ（1 つまたは複数）では、LAG リンクを構成し、両ノードの各 LAG

で 802.3ad を有効化して、集約リンクが集約リンクとして認識され正しくトラフィックを通過

させるようにする必要があります。 クラスタ 1 つあたりの、個々のノードの LAG インター

フェース（ae）と、冗長イーサネット（reth）インターフェースの合計の最大数は、128 です。

注: シャーシ クラスタ内の各ノードからの、冗長イーサネット インターフェース

LAG の子リンクは、ピア デバイスの異なる LAG に接続しなければなりません。 1

つのピアスイッチを使用して冗長イーサネット インターフェース LAG を終端させ

る場合、スイッチでは 2 つの別個の LAG を使用する必要があります。

異なる PIC または IOC からのリンクで、異なるケーブル タイプ（銅線と光ファイバなど）を

使用しているものを、同じ冗長イーサネット インターフェース LAG に追加することはできま

すが、インターフェースの速度は同じでなければならず、またすべてのインターフェースが全

二重モードでなければなりません。 ただし、トラフィック処理のオーバーヘッドを減らすた

め、可能な限り同じ PIC または IOC からのインターフェースを使用することをお勧めします。

いずれにしても、冗長イーサネット インターフェース LAG で構成されたすべてのインター

フェースは、同じ仮想 MAC アドレスを共有します。

注: SRX シリーズおよび J シリーズのデバイスのインターフェース監視機能では、

冗長イーサネットと集約型イーサネットのインターフェイスを監視できるようにな

りました。

冗長イーサネット インターフェースの構成には最低リンク数の設定も含まれており、この設定

では特定の冗長イーサネット インターフェースのプライマリ ノードにおける物理子リンクの

最低数を指定できます。これは、インターフェースがアップ状態になるためには動作していな

ければならない物理子リンクの最低数になります。 デフォルトの最低リンク数の値は 1 です。

最低リンク数の設定では、プライマリ ノードの子リンクのみが監視されることに注意してくだ

さい。 冗長イーサネット インターフェースでは、イングレスとエグレスどちらのトラフィッ

クについても、バックアップ ノードで物理インターフェースは使用されません。

サポートについては、以下のような詳細に注意してください。

• 冗長イーサネット インターフェース LAGでは、サービス品質（QoS）がサポートされていま

す。 ただし、保証される帯域幅はすべてのリンクで重複利用されます。 1 つのリンクが失

われると、それに対応して保証される帯域幅の損失が発生します。

• 冗長イーサネット インターフェース LAG では、レイヤー 2 の透過モードおよびレイヤー 2

のセキュリティ機能がサポートされています。

• リンク集約制御プロトコル（LACP）は、集約型イーサネット インターフェイスおよび冗長

イーサネット インターフェースが同時にサポートされるシャーシ クラスタ環境でサポート

されています。
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• シャーシ クラスタの管理、制御、およびファブリック インターフェースを、冗長イーサネッ

ト インターフェース LAG として構成したり、冗長イーサネット インターフェース LAG に

追加したりすることはできません。

• ネットワーク プロセッサ バンドルは、同じクラスタで冗長イーサネット インターフェース

LAG と共存できます。 ただし、インターフェースを冗長イーサネット インターフェース LAG

とネットワーク プロセッサ バンドルに同時に割り当てることはサポートされていません。

• 単一フローのスループットは、統合インターフェースの速度とは関係なく、単一の物理リン

クの速度に制限されます。

注: SRX100、SRX110、SRX120、SRX210、SRX220、SRX240、SRX650、および J シリー

ズの各デバイスでは、reth のメンバー インターフェースには速度モードとリンク

モードの構成が用意されています。

注: 冗長イーサネット インターフェースのリンク集約および LACP の詳細について

は、『Junos OS Interfaces Configuration Guide for Security Devices』の「Aggregated

Ethernet」の章を参照してください。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1368ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グ

ループの構成」

• 1371ページの「例: シャーシ クラスタの最低リンク数の設定」

• 1373ページの「シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループの構

成

この例は、シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループを

構成する方法を示しています。 シャーシ クラスタ構成では、冗長イーサネット インターフェー

スの 1 つのノードにつき複数の子インターフェースがサポートされています。 冗長イーサネッ

ト インターフェースの構成に、各ノードから少なくとも 2 つの物理子インターフェース リン

クが含まれている場合、冗長イーサネット インターフェース内でインターフェース同士が結合

され、冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループが形成されます。

要件

始める前に、以下のことを行います。

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて理解しておきます。 1359

ページの「「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」」を参照

してください。
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• シャーシ クラスタの冗長インターフェースを構成します。 1362ページの「「例: シャーシ ク

ラスタの冗長イーサネット インターフェースの構成」」を参照してください。

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループについて理

解しておきます。 1366ページの「「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェース

のリンク集約グループについて」」を参照してください。

概要

注: 集約を発生させるには、クラスタ内のノードの接続に使用されているスイッチ

が、各ノードの冗長イーサネット インターフェースの物理子リンクについて、IEEE

802.3ad リンク集約を有効化している必要があります。 大半のスイッチは IEEE

802.3ad をサポートしており、また LACP にも対応しているため、SRX シリーズ デ

バイスで LACP を有効化することをお勧めします。 スイッチで LACP を使用できな

い場合は、SRX シリーズ デバイスで LACP を有効化しないでください。

この例では、以下の 6 つのイーサネット インターフェースを reth1 に割り当てて、イーサ

ネット インターフェースのリンク集約グループを形成します。

• ge-1/0/1—reth1

• ge-1/0/2—reth1

• ge-1/0/3—reth1

• ge-12/0/1—reth1

• ge-12/0/2—reth1

• ge-12/0/3—reth1

注: 冗長イーサネット インターフェース LAG を構成する際、１ つの冗長イーサ

ネット インターフェースには、クラスタの 1 つのノードにつき最大 8 つの物理イ

ンターフェース（合計 16 の子インターフェース）を割り当てることができます。

構成

CLI 簡単構成 冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループを簡単に構成するには、以下のコマ

ンドをコピーして CLI に貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

set interfaces ge-1/0/1 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-1/0/2 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-1/0/3 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-12/0/1 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-12/0/2 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-12/0/3 gigether-options redundant-parent reth1
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ステップごとの手順 冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループを構成するには、以下の手順に従い

ます。

1. イーサネット インターフェースを reth1 に割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-1/0/1 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-1/0/2 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-1/0/3 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-12/0/1 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-12/0/2 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-12/0/3 gigether-options redundant-parent reth1

結果 構成モードで、show interfaces reth1 コマンドを入力して、構成内容を確認します。 意図し

た構成が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

user@host# show interfaces reth1

...

ge-1/0/1 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-1/0/2 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-1/0/3 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-12/0/1 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-12/0/2 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-12/0/3 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

...

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が正しく機能していることを確認するには、次のタスクを実行します。

冗長イーサネット インターフェース LAG の構成の確認

目的 冗長イーサネット インターフェース LAG の構成を確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces terse | match reth コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show interfaces terse | match reth

ge-1/0/1.0 up down aenet --> reth1.0

ge-1/0/2.0 up down aenet --> reth1.0

ge-1/0/3.0 up down aenet --> reth1.0

ge-12/0/1.0 up down aenet --> reth1.0

ge-12/0/2.0 up down aenet --> reth1.0

ge-12/0/3.0 up down aenet --> reth1.0

reth0 up down

reth0.0 up down inet 10.100.37.214/24

reth1 up down

reth1.0 up down inet

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1371ページの「例: シャーシ クラスタの最低リンク数の設定」

• 1373ページの「シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

例: シャーシ クラスタの最低リンク数の設定

この例では、プライマリ ノードの冗長イーサネット インターフェースに割り当てる物理リン

クの最低数を指定する方法を示します。これは、インターフェースがアップするためには動作

している必要がある物理リンクの最低数になります。

• 要件 1371ページ

• 概要 1372ページ

• 構成 1372ページ

• 確認 1372ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 冗長イーサネット インターフェースについて理解しておきます。 1359ページの「「シャーシ

クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」」を参照してください。

• 冗長イーサネット インターフェースを構成します。 1362ページの「「例: シャーシ クラスタ

の冗長イーサネット インターフェースの構成」」を参照してください。
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• 冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グループについて理解しておきます。 1368

ページの「「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グ

ループの構成」」を参照してください。

概要

冗長イーサネット インターフェースに複数の子リンクがある場合は、プライマリ ノードのイ

ンターフェースに割り当てる物理リンクの最低数を指定できます。これは、インターフェース

がアップ状態になるためには動作していなければならない物理リンクの最低数になります。 プ

ライマリ ノードの物理リンクの数がこの最低リンク数の値を下回ると、いくつかのリンクがま

だ動作していても、インターフェースはダウンします。

この例では、プライマリ ノードにあり reth1 にバインドされている 3 つの子リンク（最低リ

ンク数）が、インターフェースのダウンを防止するため動作するように指定します。 たとえ

ば、reth1 に 6 つのインターフェースが割り当てられている冗長イーサネット インターフェー

ス LAG 構成で、最低リンク数を 3 に設定した場合、インターフェースのステータスが変化状

態からダウンに移行するのを防止するには、プライマリ ノードにあるすべての reth1 の子リ

ンクが動作している必要があります。

注: 子インターフェースが 2 つ（各ノードに 1 つずつ）しかない冗長イーサネッ

ト インターフェースに、最低リンク数の値を設定することは可能ですが、お勧めは

しません。

構成

ステップごとの手順 リンクの最低数を指定するには、以下の手順に従います。

1. 冗長イーサネット インターフェースのリンクの最低数を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options minimum-links 3

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit

確認

構成が正しく動作していることを検証するには、show interface reth1 コマンドを入力します。

{primary:node0}[edit]

user@host> show interfaces reth1

Physical interface: reth1, Enabled, Physical link is Down

Interface index: 129, SNMP ifIndex: 548

Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Speed: Unspecified, BPDU Error: None,

MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled,

Flow control: Disabled, Minimum links needed: 3, Minimum bandwidth needed: 0

Device flags : Present Running

Interface flags: Hardware-Down SNMP-Traps Internal: 0x0

Current address: 00:10:db:ff:10:01, Hardware address: 00:10:db:ff:10:01

Last flapped : 2010-09-15 15:54:53 UTC (1w0d 22:07 ago)

Input rate : 0 bps (0 pps)
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Output rate : 0 bps (0 pps)

Logical interface reth1.0 (Index 68) (SNMP ifIndex 550)

Flags: Hardware-Down Device-Down SNMP-Traps 0x0 Encapsulation: ENET2

Statistics Packets pps Bytes bps

Bundle:

Input : 0 0 0 0

Output: 0 0 0 0

Security: Zone: untrust

Allowed host-inbound traffic : bootp bfd bgp dns dvmrp igmp ldp msdp nhrp

ospf pgm pim rip router-discovery rsvp sap vrrp dhcp finger ftp tftp

ident-reset http https ike netconf ping reverse-telnet reverse-ssh rlogin

rpm rsh snmp snmp-trap ssh telnet traceroute xnm-clear-text xnm-ssl lsping

ntp sip

Protocol inet, MTU: 1500

Flags: Sendbcast-pkt-to-re

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1366ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グルー

プについて」

• 1368ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースのリンク集約グ

ループの構成」

• 1373ページの「シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメント

• シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについて 1373ページ

• 例: シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントの設定 1375ページ

シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについて

シャーシ クラスタでの冗長イーサネット インターフェースを介したルート アドバタイズメン

トは、クラスタ内のアクティブなノードが動的に変化することから複雑になります。 条件付き

ルート アドバタイズメントを使用すると、コア ネットワークからの受信トラフィックが現在

アクティブな冗長イーサネット インターフェースと同じノードに存在する境界ゲートウェイ

プロトコル（BGP）インターフェースに引かれるように、ルートのアドバタイズメントを行うこ

とができます。 こうすると、トラフィックはアクティブなノードで処理され、ノード間のファ

ブリック インターフェースを通過することはありません。 これを設定するには、BGP によっ

てルートのアドバタイズメントが行われるときに、BGP 属性を操作します。

シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントの目標は、上流のネットワークから

の受信トラフィックが、現在アクティブな冗長イーサネット インターフェースにあるノードに

到着するようにすることです。 この動作について理解するには、シャーシ クラスタでは各ノー

ドに独自のインターフェースのセットがあることを念頭に置いてください。 1374ページの図98

は、冗長イーサネット インターフェースが企業の LAN を、シャーシ クラスタを介して外部の

ネットワーク セグメントに接続する、一般的なシナリオを示しています。
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図 98: 条件付きルート アドバタイズメント

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1375ページの「例: シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントの設定」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」
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例: シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントの設定

この例では、上流のネットワークからの受信トラフィックが、現在アクティブな冗長イーサネッ

ト インターフェースにあるノードに到着するように、シャーシ クラスタの条件付きルート ア

ドバタイズメントを設定する方法を示します。

• 要件 1375ページ

• 概要 1375ページ

• 構成 1377ページ

要件

作業を開始する前に、シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについて理解

しておく必要があります。 1373ページの「「シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズ

メントについて」」を参照してください。

概要

1376ページの図99 に示すように、 冗長イーサネット インターフェースから IGP を通して取得

されたルーティング プレフィックスが、BGP を使用してネットワーク コアにアドバタイズさ

れます。 BGP マルチホーミングのため、2 つの BGP セッション、すなわちインターフェース

t1-1/0/0 からのセッションと t1-1/0/1 からのセッションが維持されます。 両方のセッショ

ンで、すべてのルーティング プレフィックスがアドバタイズされます。 そのため、BGP によっ

てアドバタイズされ、冗長イーサネット インターフェースを介して取得されたルートの場合、

アクティブな冗長イーサネット インターフェースが BGP セッションと同じノードにあるとき

は、そのルートを「有効な」BGP 属性とともにアドバタイズします。
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図 99: 条件付きルート アドバタイズメント
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この動作を実現するには、ルートをエクスポートする前に BGP にポリシーを適用します。 ポ

リシーの一致条件に含まれる追加の条件項目により、ルーティングの決定を行う前に、ネクス

ト ホップの現在アクティブな冗長イーサネット インターフェースの子インターフェースが判

断されます。 子冗長イーサネット インターフェースのアクティブ ステータスが変化すると、

BGP によって関係する全ルートのエクスポート ポリシーの再評価が行われます。

この構成における条件文は以下のように機能します。 コマンドは、この条件に照らして評価さ

れるルートは以下の場合のみ通過すると規定しています。

• ルートに、next-hop インターフェースとして冗長イーサネット インターフェースが構成さ

れている。

• 冗長イーサネット インターフェースの現在の子インターフェースが、ノード 0 でアクティ

ブになっている（route-active-on node0 キーワードで指定）。
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{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options condition reth-nh-active-on-0 route-active-on node0

ルートには複数の equal-cost ネクスト ホップがある場合があり、それらのネクスト ホップ

は冗長イーサネット インターフェース、通常のインターフェース、またはその組み合わせの可

能性があることに注意してください。 それでも、ルートは冗長イーサネット インターフェー

スがネクスト ホップとして構成されているという要件を満たします。

上記の例のコマンドで、ノード 0 に BGP エクスポート ポリシー セットを使用する場合は、

以下の要件を満たす OSPF ルートだけがセッションを通じてアドバタイズされます。

• OSPF ルートに、ネクスト ホップとして冗長イーサネット インターフェースが構成されてい

る。

• 冗長イーサネット インターフェースの現在の子インターフェースが、ノード 0 で現在アク

ティブになっている。

また、他方の BGP セッションには、同じプロセスを使用して別個のポリシー ステートメント

を作成して起用する必要があります。

BGP MED 属性に加えて、origin-code、as-path、community などの追加の BGP 属性も定義でき

ます。

構成

CLI 簡単構成 条件付きルート アドバタイズメントを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI

に貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0 from protocol ospf

set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0 from condition

reth-nh-active-on-0

set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0 then metric 10

set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0 then accept

set policy-options condition reth-nh-active-on-0 route-active-on node0

ステップごとの手順 条件付きルート アドバタイズメントを設定するには、以下の手順に従います。

1. ポリシーを作成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0

from protocol ospf

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0

from condition reth-nh-active-on-0

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0

then metric 10

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0

then accept

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options condition reth-nh-active-on-0 route-active-on node0
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結果 構成モードで、show policy-options コマンドを入力して、構成内容を確認します。 意図した

構成が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

{primary:node0}[edit]

user@host# show policy-options

policy-statement reth-nh-active-on-0 {

term ospf-on-0 {

from {

protocol ospf;

condition reth-nh-active-on-0;

}

then {

metric 10;

accept;

}

}

}

condition reth-nh-active-on-0 route-active-on node0;

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1359ページの「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタの制御プレーン

• シャーシ クラスタの制御プレーンについて 1378ページ

• シャーシ クラスタのコントロール リンクについて 1379ページ

• 例: シャーシ クラスタの制御ポートの構成 1381ページ

• 例: デュアル コントロール リンク用のシャーシ クラスタ制御ポートの構成 1383ページ

• シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて 1385ページ

• シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンクの接続 1386ページ

• SRX5600 および SRX5800 デバイスでシャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクを

使用している場合の、2 番目のルーティング エンジンのアップグレード 1388ページ

• シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて 1390ページ

• シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について 1390ページ

• 例: シャーシ クラスタのコントロール リンクの復旧の設定 1392ページ

• シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認 1394ページ

• シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の消去 1394ページ

シャーシ クラスタの制御プレーンについて

アクティブ モードまたはバックアップ モードで動作する制御プレーン ソフトウェアは、Junos

OS の不可欠な一部であり、クラスタのプライマリ ノードでアクティブになっています。 この

ソフトウェアは、セカンダリ ノードにある非アクティブなルーティング エンジンに状態、構
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成、その他の情報を伝達することで、冗長性を実現します。 マスター ルーティング エンジン

に障害が発生した場合は、セカンダリのエンジンが制御を引き継ぎます。

制御プレーン ソフトウェアには次のような機能があります。

• ルーティング エンジン上で動作し、両ノードのインターフェースを含むシャーシ クラスタ

システム全体を監視する

• 各ノードのパケット転送エンジン（PFE）を含む、システムおよびデータ プレーンのリソー

スを管理する

• コントロール リンクを介して設定の同期を行う

• 認証、許可、アカウンティング（AAA）の各機能を含むセッションを確立し維持する

• アプリケーション固有のシグナリング プロトコルを管理する

• Telnet 接続などの管理セッションを確立し維持する

• 非対称ルーティングを処理する

• ルーティング状態、アドレス解決プロトコル（ARP）処理、および動的ホスト構成プロトコル

（DHCP）処理を管理する

制御プレーン ソフトウェアからの情報は、次の 2 つのパスを通ります。

• プライマリ ノード（ルーティング エンジンがアクティブ）では、制御関連情報がルーティ

ング エンジンからローカルのパケット転送エンジンに流れます。

• 制御関連情報は、制御リンクを通ってセカンダリ ノードのルーティング エンジンおよびパ

ケット転送エンジンに流れます。

マスター ルーティング エンジンで実行されている制御プレーン ソフトウェアは、クラスタ全

体の状態を維持します。状態情報を更新できるのは、そのノードで実行されているプロセスだ

けになります。 マスター ルーティング エンジンは、セカンダリ ノードの状態を同期すると

ともに、すべてのホスト トラフィックを処理します。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1379ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクについて」

• 1381ページの「例: シャーシ クラスタの制御ポートの構成」

• 1385ページの「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタのコントロール リンクについて

コントロール リンクは、独自のプロトコルに依存しながら、セッション状態、構成、および活

動状態の信号をノードを介して送信します。

SRX5600 および SRX5800 のデバイスでは、デフォルトですべての制御ポートが無効になってい

ます。 デバイスの各 SPC にはそれぞれ 2 つの制御ポートがあり、各デバイスには複数の SPC
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を接続できます。 SRX5600 または SRX5800 デバイスでシャーシ クラスタのコントロール リ

ンクを構成するには、各デバイス（fpcn および fpcn）に使用する制御ポートを接続し構成して

から、デバイスをクラスタ モードで初期化します。

SRX3400 および SRX3600 デバイスには、スイッチ ファブリック ボード上に専用のシャーシ

クラスタ（HA）制御ポートがあります。 SRX3400 および SRX3600 デバイスには、コントロー

ル リンクの構成は必要ありません。

SRX1400 デバイスでは、SYSIO の専用の制御ポート（ポート 10 およびポート 11）を使用でき

ます。 デバイスがクラスタ モードになっていない場合は、これらのポートをレベニュー ポー

トとして使用できます。 SRX1400 デバイスには、コントロール リンクの構成は必要ありませ

ん。

SRX650 および SRX240 デバイスでは、コントロール リンクで ge-0/0/1 インターフェースが使

用されます。

SRX100、SRX210、および SRX220 の各デバイスでは、コントロール リンクで fe-0/0/7 インター

フェースが使用されます。

J シリーズのシャーシ クラスタでは、コントロール リンクは各デバイスの ge-0/0/3 ポート間

の物理接続であり、両方が fxp1 に変換されます。

管理、制御、およびファブリック リンクのためのポートとインターフェース使用率について

は、1411ページの表140および1417ページの表141を参照してください。

J シリーズ デバイスでコントロール リンクを構成するには、2 つのデバイスの制御インター

フェースを対向式に接続します。 デバイスをクラスタ モードで初期化すると、Junos OS では

制御インターフェースの名前が fxp1 に変更され、そのインターフェースがクラスタのコント

ロール リンクに使用されます。 コントロール リンクを有効化してデータを送信できるように

するため、システムで各 fxp1 コントロール リンク インターフェースに内部 IP アドレスが

設定されます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1381ページの「例: シャーシ クラスタの制御ポートの構成」

• 1385ページの「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」

• 1386ページの「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンク

の接続」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について」

• 1378ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンについて」
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例: シャーシ クラスタの制御ポートの構成

この例は、SRX5600 および SRX5800 デバイスでシャーシ クラスタの制御ポートを構成する方

法を示しています。 各デバイスでコントロール リンクの設定に使用する制御ポートを構成す

る必要があります。

• 要件 1381ページ

• 概要 1381ページ

• 構成 1381ページ

• 確認 1382ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• シャーシ クラスタのコントロール リンクについて理解しておきます。 1379ページの「「シャー

シ クラスタのコントロール リンクについて」」を参照してください。

• デバイスの制御ポートを物理的に接続します。 1421ページの「「SRX シリーズ ハードウェア

を接続してシャーシ クラスタを作成する」」を参照してください。

概要

デフォルトで、SRX5600 および SRX5800 デバイスの制御ポートはすべて無効になっています。

制御ポートを接続し、シャーシ クラスタを確立し、制御ポートを構成すると、コントロール

リンクが設定されます。

この例では、以下の FPC およびポートを備えた制御ポートを、コントロール リンクとして設

定します。

• FPC 4、ポート 0

• FPC 10、ポート 0

構成

CLI 簡単構成 シャーシ クラスタのコントロール リンクとして使用する制御ポートを簡単に構成するには、

以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

set chassis cluster control-ports fpc 4 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 10 port 0

ステップごとの手順 シャーシ クラスタのコントロール リンクとして使用する制御ポートを構成するには、以下の

手順に従います。

1. 制御ポートを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 4 port 0

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 10 port 0
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結果 構成モードで、show chassis cluster コマンドを入力して、構成内容を確認します。 意図した

構成が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show chassis cluster

...

control-ports {

fpc 4 port 0;

fpc 10 port 0;

}

...

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのステータス確認 1382ページ

シャーシ クラスタのステータス確認

目的 シャーシ クラスタのステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 0 primary no no

node1 0 secondary no no

意味 show chassis cluster status コマンドを使用して、シャーシ クラスタのデバイスが互いに交

信していることを確認します。 一方のデバイスがプライマリ ノードで、他方がセカンダリ

ノードになっているため、シャーシ クラスタは正常に機能しています。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1385ページの「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」

• 1386ページの「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンク

の接続」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について」
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• 1378ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンについて」

例: デュアル コントロール リンク用のシャーシ クラスタ制御ポートの構成

この例は、SRX5600 および SRX5800 デバイスでデュアル コントロール リンクとして使用す

る、シャーシ クラスタの制御ポートを構成する方法を示しています。 各デバイスでコントロー

ル リンクの設定に使用する制御ポートを構成する必要があります。

• 要件 1383ページ

• 概要 1383ページ

• 構成 1383ページ

• 確認 1384ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• シャーシ クラスタのコントロール リンクについて理解しておきます。 1379ページの「「シャー

シ クラスタのコントロール リンクについて」」を参照してください。

• デバイスの制御ポートを物理的に接続します。 1421ページの「「SRX シリーズ ハードウェア

を接続してシャーシ クラスタを作成する」」を参照してください。

概要

デフォルトで、SRX5600 および SRX5800 デバイスの制御ポートはすべて無効になっています。

制御ポートを接続し、シャーシ クラスタを確立し、制御ポートを構成すると、コントロール

リンクが設定されます。

この例では、以下の FPC およびポートを備えた制御ポートを、デュアル コントロール リンク

として構成します。

• FPC 4、ポート 0

• FPC 10、ポート 0

• FPC 6、ポート 1

• FPC 12、ポート 1

構成

CLI 簡単構成 シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクとして使用する制御ポートを簡単に構成す

るには、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

set chassis cluster control-ports fpc 4 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 10 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 6 port 1

set chassis cluster control-ports fpc 12 port 1
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ステップごとの手順 シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクとして使用する制御ポートを構成するに

は、以下の手順に従います。

1. 制御ポートを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 4 port 0

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 10 port 0

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 6 port 1

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 12 port 1

結果 構成モードで、show chassis cluster コマンドを入力して、構成内容を確認します。 意図した

構成が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show chassis cluster

...

control-ports {

fpc 4 port 0;

fpc 6 port 1;

fpc 10 port 0;

fpc 12 port 1;

}

...

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのステータス確認 1384ページ

シャーシ クラスタのステータス確認

目的 シャーシ クラスタのステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1
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node0 0 primary no no

node1 0 secondary no no

意味 show chassis cluster status コマンドを使用して、シャーシ クラスタのデバイスが互いに交

信していることを確認します。 一方のデバイスがプライマリ ノードで、他方がセカンダリ

ノードになっているため、シャーシ クラスタは正常に機能しています。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1385ページの「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」

• 1386ページの「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンク

の接続」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について」

• 1378ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンについて」

シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて

デュアル コントロール リンクは、クラスタ内の各デバイス間にコントロール リンク インター

フェースのペア 2 つが接続されるもので、SRX5000 および SRX3000 ラインでサポートされて

います。 2 つのコントロール リンクがあることで、シングルポイント障害の発生を防止しや

すくなります。

SRX5000 ラインでこの機能を使用するには、2 番目のルーティング エンジンに加え、ルーティ

ング エンジンを収納する 2 番目のスイッチ制御ボード（SCB）が、クラスタ内の各デバイスに

取り付けられていなければなりません。 2 番目のルーティング エンジンの目的は、SCB のス

イッチを初期化することだけです。

SRX3000 ラインでこの機能を使用するには、SRX クラスタリング モジュール（SCM）がクラス

タ内の各デバイスに取り付けられていなければなりません。 SCM は、ルーティング エンジン

のスロットに適合しますが、ルーティング エンジンではありません。 SRX3000 ラインのデバ

イスでは、2 番目のルーティング エンジンはサポートされていません。 SCM の目的は、2 番

目のコントロール リンクを初期化することです。

SRX1400 デバイスでは、SYSIO のポート 10 および 11 をデュアル コントロール リンクとし

て構成できます。 デバイスがクラスタ モードになっていない場合は、これらのポートをレベ

ニュー ポートとして使用できます。

注: SRX5000 ラインでは、2 番目のルーティング エンジンで Junos OS リリース

10.0 以降が実行されている必要があります。 SRX3000 ラインでは、クラスタで

Junos OS リリース 10.2 以降が実行されている必要があります（それ以前のリリー

スでは SCM がサポートされておらず、SCM が不正に認識される可能性があります）。

SRX1400 サービス ゲートウェイでは、クラスタで Junos OS リリース 11.1 以降が

実行されている必要があります。

2 番目のルーティング エンジン（SRX5000 ラインのデバイスにのみ取り付けられる）は、バッ

クアップ機能を提供しません。 同じノードのマスター ルーティング エンジンにソフトウェア
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アップグレードがある場合も、アップグレードは必要ありません。 以下の条件に注意してくだ

さい。

• 2 番目のルーティング エンジンでは、CLI を実行したり、構成モードに入ったりすることは

できません。

• 2 番目のルーティング エンジンでは、シャーシ ID および クラスタ ID を設定する必要は

ありません。

• 2 番目のルーティング エンジンに対しては、コンソール接続のみが必要になります （コン

ソール接続が必要になるのは、2 番目のルーティング エンジンが起動したことを確認したい

場合、またはソフトウェア画像をアップグレードする場合だけです）。

• マスター ルーティング エンジンから 2 番目のルーティング エンジンにログインすること

はできません。

注: 1 つ目のルーティング エンジンが取り付けられている限り（それが再起動中ま

たは障害発生中であっても）、2 番目のルーティング エンジンがシャーシのマス

ターシップを引き継ぐことはできません。つまり、2 番目のルーティング エンジン

がシャーシ上のすべてのハードウェアを制御することはできません。 2 番目のルー

ティング エンジンがマスターになれるのは、マスター ルーティング エンジンが存

在しないときだけです。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1379ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクについて」

• 1386ページの「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンク

の接続」

• 1388ページの「SRX5600 および SRX5800 デバイスでシャーシ クラスタのデュアル コントロー

ル リンクを使用している場合の、2 番目のルーティング エンジンのアップグレード」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について」

• 1378ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンについて」

シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンクの接続

SRX5000 および SRX3000 ラインでは、2 つのデバイス間に 2 つのコントロール リンクを接続

することで、コントロール リンクの障害の可能性を効果的に抑えることができます。

SRX5000 ラインのデバイスでは、同じタイプのイーサネット ポートのペアを 2 つ接続します。

各デバイスで、同じサービス処理カード（SPC）上のポートを使用できますが、高可用性を実現

するには 2 つの異なる SPC のポートを使用することをお勧めします。 1387ページの図100 は、

デュアル コントロール リンクを接続した SRX5800 デバイスのペアを示しています。 この例

では、制御ポート 0 と制御ポート 1 が異なる SPC に接続されています。
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図 100: デュアル コントロール リンクの接続（SRX5800 デバイス）

SRX1400 サービス ゲートウェイおよび SRX3000 ラインのデバイスでは、同じタイプのイーサ

ネット ポートのペアを 2 つ接続します。 各デバイスで、両方の使用可能な内蔵ポートを使用

します。 1387ページの図101 はデュアル コントロール リンクを接続した SRX3400 デバイスの

ペアを、1387ページの図102 は SRX1400 デバイスのペアを示しています。

図 101: デュアル コントロール リンクの接続（SRX3400 デバイス）

図 102: デュアル コントロール リンクの接続（SRX1400 デバイス）
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注: SRX5000 ラインと SRX3000 ラインのデバイスでは両方とも、一方のノードの制

御ポート 0 を他方のノードの制御ポート 0 に接続し、同様に制御ポート 1 を制御

ポート 1 に接続する必要があります。 制御ポート 0 を制御ポート 1 に接続する

と、ノードがコントロール リンクを介してハートビート パケットを受信できなく

なります。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1379ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクについて」

• 1385ページの「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」

• 1388ページの「SRX5600 および SRX5800 デバイスでシャーシ クラスタのデュアル コントロー

ル リンクを使用している場合の、2 番目のルーティング エンジンのアップグレード」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について」

• 1378ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンについて」

SRX5600 および SRX5800 デバイスでシャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクを使用している
場合の、2 番目のルーティング エンジンのアップグレード

SRX5600 および SRX5800 デバイスでは、デュアル コントロール リンクを使用する場合、クラ

スタの各デバイスに 2 番目のルーティング エンジンが必要になります。 2 番目のルーティン

グ エンジンにはバックアップ機能はありません。このエンジンの目的は、スイッチ制御ボード

（SCB）のスイッチを初期化することだけです。 2 番目のルーティング エンジンでは、Junos

OS リリース 10.0 以降が実行されている必要があります。

2 番目のルーティング エンジンでは、CLI を実行したり構成モードに入ったりすることはでき

ないため、通常のアップグレード コマンドで Junos OS の画像をアップグレードすることはで

きません。 代わりに、マスター ルーティング エンジン（RE0）を使用して、起動可能な USB

ストレージ デバイスを作成し、それを使用して2 番目のルーティング エンジン（RE1）にソフ

トウェア画像をインストールすることができます。

2 番目のルーティング エンジン（RE1）のソフトウェア画像をアップグレードするには、以下

の手順に従います。

1. FTP を使用して、インストールメディアをマスター ルーティング エンジン（RE0）の

/var/tmp ディレクトリにコピーします。

2. USB ストレージ デバイスを、マスター ルーティング エンジン（RE0）の USB ポートに挿

入します。

3. UNIX シェルで、/var/tmp ディレクトリに移動します。

start shell

cd /var/tmp

4. root（スーパーユーザー）としてログインします。

su [enter]

password: [enter SU password]
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5. 次のコマンドを発行します。

dd if=installMedia of=/dev/externalDrive bs=64

ここで

• externalDrive— リムーバブルメディアの名前を表します。 たとえば、SRX5000 ラインの

デバイス上のリムーバブルメディア名は、両方のルーティング エンジンで da0 となりま

す。

• installMedia— /var/tmp ディレクトリにダウンロードされたインストール メディアを表

します。 たとえば、install-media-srx5000-10.1R1-domestic.tgz のようになります。

以下のコード例は、手順 1 でマスター ルーティング エンジン（RE0）にコピーした画像を

USB ストレージ デバイスに書き込むために使用できます。

dd if=install-media-srx5000-10.1R1-domestic.tgz of=/dev/da0 bs=64k

6. root（スーパーユーザー）としてログアウトします。

exit

7. ソフトウェア画像が USB ストレージ デバイスに書き込まれたら、デバイスを取り外し、そ

れを 2 番目のルーティング エンジン（RE1）の USB ポートに挿入します。

8. コンソール接続を、マスター ルーティング エンジン（RE0）から 2 番目のルーティング

エンジン（RE1）に移動します（まだ接続がない場合）。

9. 2 番目のルーティング エンジン（RE1）を再起動します。 次のコマンドを発行します。

# reboot

• 以下のシステム出力が表示されたら、y を押します。

WARNING: The installation will erase the contents of your disks.

Do you wish to continue (y/n)?

• 以下のシステム出力が表示されたら、USB ストレージ デバイスを取り外して Enter を押

します。

Eject the installation media and hit [Enter] to reboot?

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1379ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクについて」

• 1385ページの「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」

• 1386ページの「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンク

の接続」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について」

• 1378ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンについて」
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シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて

Junos OS は、コントロール リンクを介して、設定された間隔でハートビート信号を送信しま

す。 ハートビート送信は、コントロール リンクの「ヘルス」を判断するために使用されます。

ハートビートの失敗回数が、設定されたしきい値に達すると、障害状態が存在するかどうかの

評価が行われます。

ハートビートしきい値とハートビート間隔は、シャーシ クラスタを構成するときに指定しま

す。

コントロール リンクのステータスは、デフォルトで監視されます。

SRX1400 サービス ゲートウェイと SRX5000 および SRX3000 の各ラインでサポートされている

デュアル コントロール リンクでは、Juniper Services Redundancy Protocol プロセス（jsrpd）

により、両方のコントロール リンクで制御ハートビート メッセージが送受信されます。 いず

れかのコントロール リンクでハートビートが受信されている限り、Junos OS では他方のノー

ドもアライブであると見なされます。

heartbeat-threshold オプションと heartbeat-interval オプションの値により、フェールオー

バーがトリガーされるまでの待機時間が定義されます。 これらのオプションのデフォルト値で

は、待機時間は 3 秒となります。 heartbeat-threshold の値が 5 で、heartbeat-interval

の値が 1000 ミリ秒の場合、待機時間は 5 秒となります。 heartbeat-threshold の値を 4、

heartbeat-interval の値を 1250 ミリ秒に設定しても、待機時間は 5 秒となります。

シャーシ クラスタ環境では、論理インターフェースの数が拡大されるため、フェールオーバー

がトリガーされるまでの時間もそれに応じて長くする必要があります。 最大容量の SRX5600

または SRX5800 デバイスでは、フェールオーバーまでの時間を少なくとも 5 秒長く設定する

ことをお勧めします。 SRX3400 または SRX3600 デバイスでの大規模なシャーシ クラスタ構成

では、待機時間を 8 秒長くすることをお勧めします。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1379ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクについて」

• 1385ページの「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」

• 1386ページの「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンク

の接続」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について」

• 1378ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンについて」

シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について

コントロール リンクに障害が発生すると、Junos OS では各ノードが全冗長グループ（冗長グ

ループ 0 を含む）のプライマリになることを防止するため、セカンダリ ノードが無効化され

ます。

コントロール リンクの障害は、コントロール リンクを介してハートビートを受信しない状態

と説明されます。ただしそれでも、ハートビートはファブリック リンクを介して受信されま

す。
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正当なコントロール リンクの障害が発生した場合、冗長グループ 0 が現在プライマリになっ

ているノードではこのグループがプライマリのままになり、プライマリ ノードの非アクティブ

の冗長グループ x がアクティブになって、セカンダリ ノードは無効状態に入ります。

注: セカンダリ ノードが無効になっても、管理ポートにログインして診断を実行す

ることはできます。

正当なコントロール リンクの障害が発生したかどうかの判断は、コントロール リンクおよび

データ リンクを介して送信される冗長な活動状態の信号に依存して行われます。

プローブはファブリック データ リンクを介して、ハートビート信号はコントロール リンクを

介して定期的に送信されます。 プローブとハートビート信号は同じシーケンス番号を共有し、

この番号によって一意の時間イベントにマッピングされます。 ソフトウェアは、次の 2 つの

条件が存在する場合、正当なコントロール リンクの障害を特定します。

• しきい値の数のハートビートが失われた。

• 欠損しているハートビート信号のシーケンス番号に対応するシーケンス番号を持つ少なくと

も 1 つのプローブが、データ リンクで受信された。

正当なコントロール リンクの障害が発生した場合は、以下の条件が適用されます。

• 冗長グループ 0 が現在プライマリになっているノードではこのグループがプライマリのまま

になり（すなわちそのルーティング エンジンはアクティブのままになり）、ノードのすべて

の冗長グループ x がプライマリになります。

どのルーティング エンジンがプライマリかをシステムが判断できない場合は、冗長グループ

0 の優先度値が高いほうのノードがプライマリとなり、そのルーティング エンジンがアク

ティブになります （各ノードの優先度は、冗長グループ 0 の redundancy-group 文を設定す

るときに設定します）。

• セカンダリ ノードは無効化されます。

デバイスを無効モードから復旧させるには、デバイスを再起動する必要があります。 無効化

されたノードを再起動すると、ノードの動的な状態がプライマリ ノードと同期されます。

注: セカンダリ ノードが無効になっているときに設定に何らかの変更を加えた場合

は、ノードを再起動してから、commit コマンドを実行して設定を同期します。 設

定変更を行っていなければ、構成ファイルはプライマリ ノードの構成と同期された

ままです。

冗長グループ 0 の優先使用設定は有効化できません。 冗長グループ 0 のプライマリ ノード

を変更する場合は、手動フェールオーバーを実行する必要があります。

デュアル コントロール リンク（SRX1400 サービス ゲートウェイと SRX5000 および SRX3000

の各ラインでサポートされている）を使用するときは、以下の条件に注意してください。

• ホストのインバウンドまたはアウトバウンド トラフィックは、コントロール リンク障害の

間、最大 3 秒間影響を受けることがあります。 たとえば、ノード 0 で冗長グループ 0 が

プライマリになっており、ノード 1 のネットワーク インターフェース ポートを通したルー
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ティング エンジンへの Telnet セッションがあるというケースを考えてみます。 現在アク

ティブなコントロール リンクに障害が発生すると、この障害が検知されるまでに Telnet

セッションでは 3 秒分のパケットが失われます。

• 2 つのノードにわたるコミット プロセスの実行中、コントロール リンクの障害が発生する

と、コミットの失敗につながることがあります。 この場合は、3 秒後に再度 commit コマン

ドを実行します。

注: SRX5000 および SRX3000 の各ラインでは、デュアル コントロール リンクを使

用するにはシャーシ クラスタの各ノードに 2 番目のルーティング エンジンが必要

です。

control-link-recovery 文を設定すれば、コントロール リンクの復旧が自動的に行われるよう

指定できます。 この場合、コントロール リンクのヘルスが良好だと判断されると、無効になっ

ているノードで自動再起動が発行されます。 無効化されたノードが再起動すると、そのノード

は再度クラスタに加わります。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1379ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクについて」

• 1385ページの「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」

• 1386ページの「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンク

の接続」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて」

• 1392ページの「例: シャーシ クラスタのコントロール リンクの復旧の設定」

• 1394ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認」

例: シャーシ クラスタのコントロール リンクの復旧の設定

この例では、コントロール リンクの復旧を有効化する方法を示します。これにより、コント

ロール リンクが障害から復旧した後、自動的に引き継ぎを行うことができます。

• 要件 1392ページ

• 概要 1393ページ

• 構成 1393ページ

• 確認 1393ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• シャーシ クラスタのコントロール リンクについて理解しておきます。 1379ページの「「シャー

シ クラスタのコントロール リンクについて」」を参照してください。

• シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて理解しておきます。 1385ページ

の「「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」」を参照してくださ

い。
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• シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクを接続します。 1386ページの「「シャー

シ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンクの接続」」を参照し

てください。

概要

システムの設定により、コントロール リンクの復旧を自動的に行うことができます。 コント

ロール リンクが復旧すると、以下のアクションが実行されます。

• 少なくとも 30 回の連続したハートビートが、コントロール リンクで受信されるかどうか。

デュアル コントロール リンクの場合は（SRX1400 サービス ゲートウェイと SRX5000 およ

び SRX3000 の各ラインのみ）、いずれかのコントロール リンクでそれが受信されるかどう

か。 これは、コントロール リンクがフラッピングしておらず、ヘルスが良好であることを

確認するためです。

• コントロール リンクのヘルスが良好であることが確認されると、コントロール リンクの障

害時に無効化されたノードで、自動再起動が発行されます。 無効化されたノードが再起動す

ると、そのノードは再度クラスタに加わることができます。 手動の介入を行う必要はありま

せん。

この例では、シャーシ クラスタのコントロール リンクの復旧を有効化します。

構成

ステップごとの手順 シャーシ クラスタのコントロール リンクの復旧を有効化するには、以下の手順に従います。

1. コントロール リンクの復旧を有効化します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-link-recovery

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit

確認

構成が正しく機能していることを確認するには、show configuration chassis cluster コマンド

を入力します。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1379ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクについて」

• 1385ページの「シャーシ クラスタのデュアル コントロール リンクについて」

• 1386ページの「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンク

の接続」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクのハートビートについて」

• 1390ページの「シャーシ クラスタのコントロール リンクの障害と復旧について」

• 1394ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認」
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シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認

目的 シャーシ クラスタの制御プレーンの統計を表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 124

Heartbeat packets received: 125

Fabric link statistics:

Probes sent: 124

Probes received: 125

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258698

Heartbeat packets received: 258693

Control link 1:

Heartbeat packets sent: 258698

Heartbeat packets received: 258693

Fabric link statistics:

Probes sent: 258690

Probes received: 258690

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1386ページの「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コントロール リンク

の接続」

• 1392ページの「例: シャーシ クラスタのコントロール リンクの復旧の設定」

• 1394ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の消去」

シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の消去

表示されたシャーシ クラスタの制御プレーンの統計を消去するには、CLI から clear chassis

cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> clear chassis cluster control-plane statistics

Cleared control-plane statistics

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1392ページの「例: シャーシ クラスタのコントロール リンクの復旧の設定」

• 1394ページの「シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認」
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シャーシ クラスタのデータ プレーン

• シャーシ クラスタのデータ プレーンについて 1395ページ

• シャーシ クラスタのファブリック リンクについて 1397ページ

• シャーシ クラスタのデュアル ファブリック リンクについて 1398ページ

• 例: シャーシ クラスタのファブリックの構成 1399ページ

• 例: 一致するスロットおよびポートを備えたシャーシ クラスタのデュアル ファブリック リ

ンクの構成 1402ページ

• 例: 異なるスロットおよびポートを備えたシャーシ クラスタのデュアル ファブリック リン

クの構成 1404ページ

• シャーシ クラスタのデータ プレーン インターフェースの確認 1407ページ

• シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認 1407ページ

• シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の消去 1408ページ

シャーシ クラスタのデータ プレーンについて

データ プレーン ソフトウェアはアクティブ/アクティブ モードで動作し、フロー処理および

セッション状態の冗長性の管理や、トランジット トラフィックの処理を行います。 特定のセッ

ションに属するすべてのパケットが同じノードで処理されることで、すべてのパケットに同じ

セキュリティ処理が適用されます。 セッションがアクティブになっているノードが特定され、

そのノードにパケットが送信されて処理されます （パケットが処理されると、パケット転送エ

ンジンにより、そのパケットがエグレス インターフェースのあるノードに送信されます（ノー

ドがローカルのノードでない場合））。

セッション（またはフロー）の冗長性を実現するため、データ プレーン ソフトウェアは一方

のノードから他方のノードへファブリック データ リンクを介してランタイム オブジェクト

（RTO）と呼ばれる特殊なペイロード パケットを送信することで、その状態を同期します。 RTO

は、ノード間でセッションについての情報を送信することで、フェールオーバーが起こった場

合のセッションの一貫性と安定性を確保し、それによって既存のセッションに属するトラフィッ

クの処理の続行を可能にします。 2 つのノード間でセッション情報が常に同期されるようにす

るため、データ プレーン ソフトウェアでは RTO にトランジット トラフィックを介した送信

の優先性が与えられます。

• セッションの RTO について 1395ページ

• データ転送について 1396ページ

• ファブリック データ リンクの障害と復旧について 1396ページ

セッションの RTO について

データ プレーン ソフトウェアは、UDP および TCP セッションの RTO を作成し、状態の変化

を追跡します。 また、汎用ルーティングのカプセル化（GRE）や IPsec といった IPv4 パスス

ルー プロトコルのトラフィックを同期します。

セッションを同期する RTO には次のようなものがあります。

• 最初のパケットのセッション作成 RTO

• セッション削除およびエージアウトの RTO
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• 以下のような変更関連の RTO:

• TCP 状態の変化

• タイムアウトの同期要求と応答メッセージ

• ファイアウォールの一時的な穴（ピンホール）および子セッションのピンホールを作成お

よび削除する RTO

データ転送について

Junos OS では、フロー処理はそのフローのセッションが確立されアクティブになっている 1

つのノード上で発生します。 このアプローチにより、セッションに属するすべてのパケットに

同じセキュリティ対策が適用されます。

シャーシ クラスタでは、一方のノードのインターフェースでトラフィックを受信し、それを他

方のノードのインターフェースに送信することができます （アクティブ/アクティブ モードで

は、トラフィックのイングレス インターフェースが一方のノードに、そのエグレス インター

フェースが他方のノードに存在する場合があります）。

この通過は、以下の状況で必要になります。

• パケットが一方のノードで処理されたが、他方のノードのエグレス インターフェースに送信

される必要がある場合

• パケットが一方のノードのインターフェースに到達したが、他方のノードで処理される必要

がある場合

パケットのイングレスとエグレスの各インターフェースが一方のノードにあるものの、パケッ

トのセッションが他方のノードで確立されたため他方のノードでパケットを処理しなければ

ならない場合は、パケットがデータ リンクを 2 回通過する必要があります。 この状況は、

音声 IP 化（VoIP）セッションなど一部の複雑なメディア セッションで発生することがあり

ます。

ファブリック データ リンクの障害と復旧について

注: 侵入検出および防止（IDP）サービスは、フェールオーバーをサポートしていま

せん。 このため、フェールオーバーの前に存在していたセッションには IDP サー

ビスが適用されません。 IDP サービスは、新しいプライマリ ノード上で作成され

た新しいセッションに適用されます。

ファブリック データ リンクは、シャーシ クラスタに不可欠です。 リンクが使用不能な場合

は、トラフィックの転送と RTO の同期が影響を受けるため、それによってトラフィックの損失

とシステムの予期せぬ動作が発生する可能性があります。

この可能性を排除するため、Junos OS ではファブリック監視を利用して、定期的にファブリッ

ク リンクを介してプローブを送信することで、ファブリックリンク（デュアル ファブリック

リンク構成の場合は 2 つのファブリック リンク）がアライブかどうかがチェックされます。

このプロセスを使用して、Junos OS ではファブリックの障害が検出され、クラス他の一方の

ノードが無効化されます。 ファブリックのプローブが受信されていないが、ファブリック イ
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ンターフェースがアクティブである場合は、ファブリックの障害が発生したものと判断されま

す。

この状態から復旧するためには、無効化されたノードを再起動する必要があります。 無効化さ

れたノードを再起動すると、ノードの状態および RTO がプライマリ ノードと同期されます。

注: セカンダリ ノードが無効になっているときに設定に何らかの変更を加えた場合

は、ノードを再起動してから、commit コマンドを実行して設定を同期します。 設

定変更を行っていなければ、構成ファイルはプライマリ ノードの構成と同期された

ままです。

注: SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、デ

フォルトでファブリック監視が無効化されています。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1398ページの「シャーシ クラスタのデュアル ファブリック リンクについて」

• 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーン インターフェースの確認」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認」

• 1408ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の消去」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタのファブリック リンクについて

データ リンクはファブリック インターフェースと呼ばれます。 データ リンクは、トランジッ

ト トラフィックを送信しデータ プレーン ソフトウェアの動的なランタイム状態を同期するた

めに、クラスタのパケット転送エンジンで使用されます。 ファブリック インターフェースが

作成されると、ソフトウェアにより、パケット送信に使用する内部で抽出された IP アドレス

が、ファブリック インターフェースに割り当てられます。

ファブリックはクラスタの 2 つのノード間の物理接続であり、2 つのイーサネット インター

フェースを対向式に（それぞれのノードから 1 つずつ）接続することで形成されます。

インターフェースがシステムによって決定されるコントロール リンクと異なり、ファブリック

データ リンクに使用する物理インターフェースはユーザーが構成で指定します。

SRX シリーズのシャーシ クラスタでは、ファブリック リンクはクラスタにまたがる任意のイー

サネット インターフェースのペアにできます。J シリーズのシャーシ クラスタでは、ファブ

リック リンクは任意のギガビット イーサネット インターフェースのペアにできます。

注: SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、または SRX650 のデバイスで構成された SRX

シリーズのシャーシ クラスタでは、Mini-PIM 上の SFP インターフェースをファブ

リック リンクとして使用することはできません。
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1398ページの表139 は、SRX シリーズのデバイスでサポートされているファブリック インター

フェースのタイプを示しています。

表139: SRX シリーズのデバイスでサポートされているファブリック インターフェースのタイプ

SRX100SRX210SRX220SRX240SRX650SRX1400

SRX3000 ライ

ン

SRX5000 ライ

ン

ファスト イー

サネット

ファスト イー

サネット

ファスト イー

サネット

ファスト イー

サネット

ファスト イー

サネット

ファスト イー

サネット

ギガビット

イーサネット

ギガビット

イーサネット

ギガビット

イーサネット

ギガビット

イーサネット

ギガビット

イーサネット

ギガビット

イーサネット

ギガビット

イーサネット

10 ギガビット

イーサネット

10 ギガビット

イーサネット

10 ギガビット

イーサネット

管理、制御、およびファブリック リンクのためのポートとインターフェース使用率について

は、1411ページの表140および1417ページの表141を参照してください。

ファブリック データ リンクでは、フラグメント化はサポートされていません。 この状態に対

応するため、MTU サイズが 8940 のリンクではデフォルトでジャンボ フレームのサポートが有

効化されています。 データ リンクを通過するトラフィックがこのサイズを超えないようにす

るため、他のインターフェースはいずれもファブリック データ リンクの MTU サイズを超えな

いようにすることをお勧めします。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1395ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンについて」

• 1398ページの「シャーシ クラスタのデュアル ファブリック リンクについて」

• 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーン インターフェースの確認」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認」

• 1408ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の消去」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタのデュアル ファブリック リンクについて

クラスタの各デバイス間に 2 つのファブリック リンクを接続して、クラスタのメンバー間に

冗長ファブリック リンクを作成することができます。 2 つのファブリック リンクがあること

で、シングルポイント障害の発生を防止しやすくなります。

デュアル ファブリック リンクを使用すると、RTO とプローブが一方のリンクで、ファブリッ

ク転送およびフロー転送されるパケットは他方のリンクで送信されます。 1 つのファブリック

リンクに障害が発生した場合は、他方のファブリック リンクが RTO とプローブに加え、デー

タ転送も処理します。 RTO およびプローブには、各ノードでスロット、PIC、またはポートの

番号が最も小さい物理インターフェースが選択されます。
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SRX シリーズおよび J シリーズのすべてのデバイスでは、2 つのデバイス間に 2 つのファブ

リック リンクを接続することで、コントロール リンクの障害の可能性を効果的に抑えること

ができます。

シャーシ クラスタの大部分の SRX シリーズ デバイスでは、任意のギガビット イーサネット

インターフェースのペアまたは任意の 10 ギガビット インターフェースのペアを、ノード間の

ファブリックとして構成することができます。 SRX210 デバイスのインターフェースはファス

ト イーサネットまたはギガビット イーサネットであり（ペアにするインターフェースは同様

のタイプでなければなりません）、SRX100 デバイスのインターフェースはすべてファスト イー

サネット インターフェースです。

J シリーズのシャーシ クラスタでは、任意のギガビット イーサネット インターフェースのペ

アを、ノード間のファブリックとして構成できます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1395ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンについて」

• 1397ページの「シャーシ クラスタのファブリック リンクについて」

• 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーン インターフェースの確認」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認」

• 1408ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の消去」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

例: シャーシ クラスタのファブリックの構成

この例は、シャーシ クラスタのファブリックの構成方法を示しています。 ファブリックは、

クラスタ内のノード間における対向式のデータ接続です。 一方のノードのトラフィックのう

ち、他方のノードで処理される必要があるものや、他方のノードのインターフェースを通して

出る必要があるものは、ファブリックを通過します。 セッション状態の情報も、ファブリック

を通過します。

• 要件 1399ページ

• 概要 1399ページ

• 構成 1400ページ

• 確認 1401ページ

要件

始める前に、シャーシ クラスタ ID およびシャーシ クラスタのノード ID を設定します。 1437

ページの「「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」」を参照してく

ださい。

概要

シャーシ クラスタの大部分の SRX シリーズ デバイスでは、任意のギガビット イーサネット

インターフェースのペアまたは任意の 10 ギガビット インターフェースのペアを、ノード間の

ファブリックとして構成することができます。 SRX210 デバイスのインターフェースはファス
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ト イーサネットまたはギガビット イーサネットであり（ペアにするインターフェースは同様

のタイプでなければなりません）、SRX100 デバイスのインターフェースはすべてファスト イー

サネット インターフェースです。

J シリーズのシャーシ クラスタでは、任意のギガビット イーサネット インターフェースのペ

アを、ノード間のファブリックとして構成できます。

ファブリック インターフェースに、フィルタ、ポリシー、またはサービスを設定することはで

きません。 ファブリック リンクでは、フラグメント化はサポートされていません。 MTU サイ

ズは 8980 バイトです。 クラスタのインターフェースはいずれも、この MTU サイズを超えな

いようにすることをお勧めします。 メンバー リンクでは、デフォルトでジャンボ フレームの

サポートが有効になっています。

この例は、ファブリック リンクの構成方法を示しています。

ファブリックの子として設定できるのは同じタイプのインターフェースのみで、fab0 と fab1

には同数の子リンクを設定する必要があります。

注: スイッチを通じてそれぞれのファブリック リンクを接続する場合は、対応する

スイッチ ポートでジャンボ フレームの機能を有効化する必要があります。 同じス

イッチを通して両方のファブリック リンクを接続している場合、RTO とプローブの

ペアは 1 つの仮想 LAN（VLAN）に存在し、データのペアは別の VLAN に存在しなけ

ればなりません。 ここでも、対応するスイッチ ポートでジャンボ フレームの機能

を有効化しておく必要があります。

構成

CLI 簡単構成 シャーシ クラスタのファブリックを簡単に構成するには、以下のコマンドをコピーして CLI

に貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/1

ステップごとの手順 シャーシ クラスタのファブリックを構成するには、以下の手順に従います。

1. ファブリック インターフェースを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/1

結果 構成モードで、show interfaces コマンドを入力して構成内容を確認します。 意図した構成が

出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show interfaces

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1400

Junos OS セキュリティ構成ガイド



...

fab0 {

fabric-options {

member-interfaces {

ge-0/0/1;

}

}

}

fab1 {

fabric-options {

member-interfaces {

ge-7/0/1;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのファブリックの確認 1401ページ

シャーシ クラスタのファブリックの確認

目的 シャーシ クラスタのファブリックを確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces terse | match fab コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show interfaces terse | match fab

ge-0/0/1.0 up up aenet --> fab0.0

ge-7/0/1.0 up up aenet --> fab1.0

fab0 up up

fab0.0 up up inet 30.17.0.200/24

fab1 up up

fab1.0 up up inet 30.18.0.200/24

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1395ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンについて」

• 1397ページの「シャーシ クラスタのファブリック リンクについて」

• 1398ページの「シャーシ クラスタのデュアル ファブリック リンクについて」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーン インターフェースの確認」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認」

• 1408ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の消去」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」
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例: 一致するスロットおよびポートを備えたシャーシ クラスタのデュアル ファブリック リンクの構成

この例では、一致するスロットおよびポートがあるデュアル ファブリック リンクを備えた

シャーシ クラスタのファブリックの構成方法を示します。 ファブリックは、クラスタ内のノー

ド間における対向式のデータ接続です。 一方のノードのトラフィックのうち、他方のノードで

処理される必要があるものや、他方のノードのインターフェースを通して出る必要があるもの

は、ファブリックを通過します。 セッション状態の情報も、ファブリックを通過します。

• 要件 1402ページ

• 概要 1402ページ

• 構成 1403ページ

• 確認 1404ページ

要件

始める前に、シャーシ クラスタ ID およびシャーシ クラスタのノード ID を設定します。 1437

ページの「「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」」を参照してく

ださい。

概要

シャーシ クラスタの大部分の SRX シリーズ デバイスでは、任意のギガビット イーサネット

インターフェースのペアまたは任意の 10 ギガビット インターフェースのペアを、ノード間の

ファブリックとして構成することができます。 SRX210 デバイスのインターフェースはファス

ト イーサネットまたはギガビット イーサネットであり（ペアにするインターフェースは同様

のタイプでなければなりません）、SRX100 デバイスのインターフェースはすべてファスト イー

サネット インターフェースです。

J シリーズのシャーシ クラスタでは、任意のギガビット イーサネット インターフェースのペ

アを、ノード間のファブリックとして構成できます。

ファブリック インターフェースに、フィルタ、ポリシー、またはサービスを設定することはで

きません。 ファブリック リンクでは、フラグメント化はサポートされていません。 MTU サイ

ズは 8980 バイトです。 クラスタのインターフェースはいずれも、この MTU サイズを超えな

いようにすることをお勧めします。 メンバー リンクでは、デフォルトでジャンボ フレームの

サポートが有効になっています。

この例は、各ノードに一致するスロットおよびポートがあるデュアル ファブリック リンクを

備えた、ファブリック リンクを構成する方法を示しています。

一般的な構成では、各ノードに一致するスロット/ポートがあるデュアル ファブリック リンク

が形成されます。 つまり、ノード 0 の ge-3/0/0 とノード 1 の ge-10/0/0 が一致し、同様に

ノード 0 の ge-0/0/0 とノード 1 の ge-7/0/0 が一致します（FPC スロットのオフセットは 7

です）。

ファブリックの子として設定できるのは同じタイプのインターフェースのみで、fab0 と fab1

には同数の子リンクを設定する必要があります。
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注: スイッチを通じてそれぞれのファブリック リンクを接続する場合は、対応する

スイッチ ポートでジャンボ フレームの機能を有効化する必要があります。 同じス

イッチを通して両方のファブリック リンクを接続している場合、RTO とプローブの

ペアは 1 つの仮想 LAN（VLAN）に存在し、データのペアは別の VLAN に存在しなけ

ればなりません。 ここでも、対応するスイッチ ポートでジャンボ フレームの機能

を有効化しておく必要があります。

構成

CLI 簡単構成 各ノードに一致するスロットおよびポートがあるデュアル ファブリック リンクを備えたシャー

シ クラスタのファブリックを簡単に構成するには、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り

付けます。

{primary:node0}[edit]

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/0

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-3/0/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-10/0/0

ステップごとの手順 各ノードに一致するスロットおよびポートがあるデュアル ファブリック リンクを備えたシャー

シ クラスタのファブリックを構成するには、以下の手順に従います。

1. ファブリック インターフェースを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/0

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-3/0/0

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/0

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-10/0/0

結果 構成モードで、show interfaces コマンドを入力して構成内容を確認します。 意図した構成が

出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show interfaces

...

fab0 {

fabric-options {

member-interfaces {

ge-0/0/0;

ge-3/0/0;

}

}

}

fab1 {

fabric-options {

member-interfaces {

ge-7/0/0;

ge-10/0/0;
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}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのファブリックの確認 1404ページ

シャーシ クラスタのファブリックの確認

目的 シャーシ クラスタのファブリックを確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces terse | match fab コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show interfaces terse | match fab

ge-0/0/0.0 up up aenet --> fab0.0

ge-3/0/0.0 up up aenet --> fab0.0

ge-7/0/0.0 up up aenet --> fab1.0

ge-10/0/0.0 up up aenet --> fab1.0

fab0 up up

fab0.0 up up inet 30.17.0.200/24

fab1 up up

fab1.0 up up inet 30.18.0.200/24

例: 異なるスロットおよびポートを備えたシャーシ クラスタのデュアル ファブリック リンクの構成

この例は、異なるスロットおよびポートがあるデュアル ファブリック リンクを備えたシャー

シ クラスタのファブリックを構成する方法を示しています。 ファブリックは、クラスタ内の

ノード間における対向式のデータ接続です。 一方のノードのトラフィックのうち、他方のノー

ドで処理される必要があるものや、他方のノードのインターフェースを通して出る必要がある

ものは、ファブリックを通過します。 セッション状態の情報も、ファブリックを通過します。

• 要件 1404ページ

• 概要 1404ページ

• 構成 1405ページ

• 確認 1406ページ

要件

始める前に、シャーシ クラスタ ID およびシャーシ クラスタのノード ID を設定します。 1437

ページの「「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」」を参照してく

ださい。

概要

シャーシ クラスタの大部分の SRX シリーズ デバイスでは、任意のギガビット イーサネット

インターフェースのペアまたは任意の 10 ギガビット インターフェースのペアを、ノード間の

ファブリックとして構成することができます。 SRX210 デバイスのインターフェースはファス

ト イーサネットまたはギガビット イーサネットであり（ペアにするインターフェースは同様
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のタイプでなければなりません）、SRX100 デバイスのインターフェースはすべてファスト イー

サネット インターフェースです。

J シリーズのシャーシ クラスタでは、任意のギガビット イーサネット インターフェースのペ

アを、ノード間のファブリックとして構成できます。

ファブリック インターフェースに、フィルタ、ポリシー、またはサービスを設定することはで

きません。 ファブリック リンクでは、フラグメント化はサポートされていません。 MTU サイ

ズは 8980 バイトです。 クラスタのインターフェースはいずれも、この MTU サイズを超えな

いようにすることをお勧めします。 メンバー リンクでは、デフォルトでジャンボ フレームの

サポートが有効になっています。

この例は、各ノードに異なるスロットおよびポートがあるデュアル ファブリック リンクを備

えた、ファブリック リンクを構成する方法を示しています。

RTO-プローブのリンクは必ず、他方のノードの RTO-プローブのリンクに物理的に接続してくだ

さい。 同様に、データ リンクは必ず、他方のノードのデータ リンクに物理的に接続してくだ

さい。

つまり、次の 2 つのペアを物理的に接続します。

• ノード 0 の RTO-プローブ リンク ge-2/1/9 と、ノード 1 の RTO-プローブ リンク ge-11/0/0

• ノード 0 のデータ リンク ge-2/2/5 と、ノード 1 のデータ リンク ge-11/3/0

ファブリックの子として設定できるのは同じタイプのインターフェースのみで、fab0 と fab1

には同数の子リンクを設定する必要があります。

注: スイッチを通じてそれぞれのファブリック リンクを接続する場合は、対応する

スイッチ ポートでジャンボ フレームの機能を有効化する必要があります。 同じス

イッチを通して両方のファブリック リンクを接続している場合、RTO とプローブの

ペアは 1 つの仮想 LAN（VLAN）に存在し、データのペアは別の VLAN に存在しなけ

ればなりません。 ここでも、対応するスイッチ ポートでジャンボ フレームの機能

を有効化しておく必要があります。

構成

CLI 簡単構成 各ノードに一致するスロットおよびポートがあるデュアル ファブリック リンクを備えたシャー

シ クラスタのファブリックを簡単に構成するには、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り

付けます。

{primary:node0}[edit]

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-2/1/9

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-2/2/5

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-11/0/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-11/3/0

ステップごとの手順 各ノードに異なるスロットおよびポートがあるデュアル ファブリック リンクを備えたシャー

シ クラスタのファブリックを構成するには、以下の手順に従います。

1. ファブリック インターフェースを指定します。
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{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-2/1/9

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-2/2/5

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-11/0/0

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-11/3/0

結果 構成モードで、show interfaces コマンドを入力して構成内容を確認します。 意図した構成が

出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show interfaces

...

fab0 {

fabric-options {

member-interfaces {

ge-2/1/9;

ge-2/2/5;

}

}

}

fab1 {

fabric-options {

member-interfaces {

ge-11/0/0;

ge-11/3/0;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのファブリックの確認 1406ページ

シャーシ クラスタのファブリックの確認

目的 シャーシ クラスタのファブリックを確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces terse | match fab コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show interfaces terse | match fab

ge-2/1/9.0 up up aenet --> fab0.0

ge-2/2/5.0 up up aenet --> fab0.0

ge-11/0/0.0 up up aenet --> fab1.0

ge-11/3/0.0 up up aenet --> fab1.0

fab0 up up

fab0.0 up up inet 30.17.0.200/24
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fab1 up up

fab1.0 up up inet 30.18.0.200/24

シャーシ クラスタのデータ プレーン インターフェースの確認

目的 シャーシ クラスタのデータ プレーン インターフェースのステータスを表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster data-plane interfaces コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster data-plane interfaces

fab0:

Name Status

ge-2/1/9 up

ge-2/2/5 up

fab1:

Name Status

ge-8/1/9 up

ge-8/2/5 up

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認」

• 1408ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の消去」

シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認

目的 シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計を表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 0 0

Session create 0 0

Session close 0 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RTSP ALG 0 0
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関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーン インターフェースの確認」

• 1408ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の消去」

シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の消去

表示されたシャーシ クラスタのデータ プレーンの統計を消去するには、CLI から clear chassis

cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> clear chassis cluster data-plane statistics

Cleared data-plane statistics

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーン インターフェースの確認」

• 1407ページの「シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認」

シャーシ クラスタの有効化の結果

• シャーシ クラスタが有効な場合について 1408ページ

• アクティブな SRX シリーズのシャーシ クラスタのノード インターフェース 1409ページ

• アクティブな J シリーズのシャーシ クラスタのノード インターフェース 1416ページ

• アクティブなシャーシ クラスタの管理インターフェース 1419ページ

• アクティブなシャーシ クラスタのファブリック インターフェース 1420ページ

• アクティブなシャーシ クラスタの制御インターフェース 1420ページ

シャーシ クラスタが有効な場合について

1421ページの「「SRX シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成する」」また

は1434ページの「「J シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成する」」の説

明に従って、2 つのデバイスを配線で接続したら、CLI 動作モード コマンドを使用して、クラ

スタの各シャーシにクラスタ ID およびノード ID を割り当てて、シャーシ クラスタリングを

有効化します。 クラスタ ID は両ノードで同一になります。

これを行うには、プライマリ デバイスのコンソール ポートに接続し、それにノード ID を設

定し、そのノードが属することになるクラスタを特定して、システムを再起動します。 次にコ

ンソール ポートを他方のデバイスに接続し、それにノード ID を設定し、最初のノードと同じ

クラスタ ID を割り当ててから、システムを再起動します。 いずれの場合も、CLI コマンド

ラインに reboot パラメータを含めれば、システムを自動的に起動することができます （プラ

イマリおよびセカンダリ ノードについての詳細は、1336ページの「「シャーシ クラスタの冗長

グループについて」」を参照してください）。
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注: SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、および SRX650 の各デバイスでは、シャー

シ クラスタ モードでレイヤー 2 イーサネット スイッチングがサポートされてい

ます。

注意: シャーシ クラスタでファブリック インターフェースが構成された後に、い

ずれかのノードでファブリック構成を削除すると、冗長グループ 0（RG0）のセカン

ダリ ノードが無効状態に移行します （デバイスをリセットして出荷時のデフォル

ト構成に戻すと、ファブリック構成が削除され、それによって RG0 セカンダリ ノー

ドが無効状態に移行します）。ファブリック構成がコミットされたら、いずれのデ

バイスも出荷時のデフォルト構成にリセットしないでください。

1414ページの図103は、SRX5000 ラインのシャーシ クラスタの 2 つのノードで、FPC スロットの

番号がどのように設定されるかを示しています。 その他の図は、他の SRX シリーズのシャー

シ クラスタでの両ノードにおけるスロット番号を示しています。 1419ページの図111は、J シ

リーズのシャーシ クラスタの 2 つのノードで、PIM スロットの番号がどのように設定される

かを示しています。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1409ページの「アクティブな SRX シリーズのシャーシ クラスタでのノード インターフェー

ス」

• 1416ページの「アクティブな J シリーズのシャーシ クラスタのノード インターフェース」

• 1419ページの「アクティブなシャーシ クラスタの管理インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタのファブリック インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタの制御インターフェース」

• 1454ページの「シャーシ クラスタの無効化」

アクティブな SRX シリーズのシャーシ クラスタのノード インターフェース

SRX シリーズ デバイスでは通常、内蔵インターフェースの番号が次のように設定されていま

す。

. の優先使用設定

によってフェール

バックが決定され

ます。 の優先使

用設定によって

フェールバックが

決定されます。

ge-0/0/3ge-0/0/2ge-0/0/1ge-0/0/0For Most SRX

Series Devices
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の優先使用設定に

よってフェール

バックが決定され

ます。 の優先使

用設定によって

フェールバックが

決定されます。

の優先使用設定に

よってフェール

バックが決定され

ます。

fe-0/0/3fe-0/0/2ge-0/0/1ge-0/0/0For SRX210

Devices

の優先使用設定に

よってフェール

バックが決定され

ます。 の優先使

用設定によって

フェールバックが

決定されます。

の優先使用設定に

よってフェール

バックが決定され

ます。

fe-0/0/3fe-0/0/2fe-0/0/1fe-0/0/0For SRX100

Devices

注: SRX210、SRX220、SRX240、および SRX650 の各デバイスでは、シャーシ クラス

タ モードでレイヤー 2 イーサネット スイッチングがサポートされています。

シャーシ クラスタリングのため、すべての SRX シリーズ デバイスには fxp0 という内蔵の管

理インターフェースがあります。 大部分の SRX シリーズ デバイスでは、fxp0 インターフェー

スは専用ポートになっています。 SRX100、SRX210、および SRX220 デバイスでは、シャーシ

クラスタリングを有効化してシステムを再起動すると、fe-0/0/6 という内蔵インターフェース

が再度管理インターフェースとして設定され、その名前が自動的に fxp0 に変更されます。

SRX5000 ラインでは、制御インターフェースは SPC 上で構成されています。 SRX3000 ライン

および SRX1400、SRX650、SRX240 の各デバイスでは、専用ギガビット イーサネット ポートが

制御インターフェースになります。 SRX100、SRX210、および SRX220 デバイスでは、シャーシ

クラスタリングを有効化してシステムを再起動すると、fe-0/0/7 という内蔵インターフェース

が再度制御インターフェースとして設定され、その名前が自動的に fxp1 に変更されます。

デバイスがクラスタとして接続されると、デバイスのスロット番号が変化し、それによってイ

ンターフェースの番号が変わります。 両ノードの各スロットのスロット番号は、次の式で決定

されます。

cluster slot number = (node ID * maximum slots per node) + local slot number

シャーシ クラスタ モードでは、セカンダリ ノードのインターフェースの番号は内部で再設定

されます。 たとえば、各 SRX210 デバイスのフロント パネルにある管理インターフェース

ポートには fe-0/0/6 というラベルが付いたままですが、内部ではノード 1 のポートは fe-2/0/6

として参照されます。
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シャーシ クラスタ モードでは、FPC 関連のすべての設定が、edit chassis node node-id fpc

階層の下で実行されます。 非クラスタ モードでは、FPC 関連の設定は edit chassis fpc 階層

の下で実行されます。

1411ページの表140 は、クラスタの形成後にシャーシ クラスタのノード 0 とノード 1 になる両

SRX シリーズ デバイスの、スロットの番号に加え物理ポートと論理インターフェースの番号も

示したものです。

表140: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号、および物理ポートと論理インターフェースの
名前

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタのス

ロット番号

1 ノードあたり

の最大スロット

数シャーシモデル

任意のイーサ

ネット ポート

SPC 上の制御

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

0 — 1112（FPC スロッ

ト）

ノード 05800

fab0em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

SPC 上の制御

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

12 — 23ノード 1

fab1em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

SPC 上の制御

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

0 — 56（FPC スロッ

ト）

ノード 05600

fab0em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

SPC 上の制御

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

6 — 11ノード 1

fab1em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

0 — 1213（CFM スロッ

ト）

ノード 03600

fab0em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

13 — 25ノード 1

fab1em0fxp0

1411Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第48章: シャーシ クラスタ



表140: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号、および物理ポートと論理インターフェースの
名前 （続き）

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタのス

ロット番号

1 ノードあたり

の最大スロット

数シャーシモデル

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

0 — 78（CFM スロッ

ト）

ノード 03400

fab0em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

8 — 15ノード 1

fab1em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

0 — 34（FPC スロッ

ト）

ノード 01400

fab0em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

4 — 7ノード 1

fab1em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-0/0/1ge-0/0/00 — 89（PIM スロッ

ト）

ノード 0650

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-9/0/1ge-9/0/09 — 17ノード 1

fab1fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-0/0/1ge-0/0/00 — 45（PIM スロッ

ト）

ノード 0240

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-5/0/1ge-5/0/05 — 9ノード 1

fab1fxp1fxp0
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表140: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号、および物理ポートと論理インターフェースの
名前 （続き）

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタのス

ロット番号

1 ノードあたり

の最大スロット

数シャーシモデル

任意のイーサ

ネット ポート

ge-0/0/7ge-0/0/60 — 23（PIM スロッ

ト）

ノード 0220

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-3/0/7ge-3/0/63 — 5ノード 1

fab1fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

fe-0/0/7fe-0/0/60 および 12（PIM スロッ

ト）

ノード 0210

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

fe-2/0/7fe-2/0/62 および 3ノード 1

fab1fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

fe-0/0/7fe-0/0/601（PIM スロッ

ト）

ノード 0100

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

fe-1/0/7fe-1/0/61ノード 1

fab1fxp1fxp0

シャーシ クラスタのスロット番号についての情報は、1414ページの図103、1415ページの図104、

1415ページの図105、1415ページの図106、1415ページの図107、1415ページの図108、1416ページの図109、

および 1416ページの図110 にも示してあります。

注: SRX シリーズ デバイスの詳細については、適切な 『Services Gateway Hardware

Guide』 を参照してください。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide for

Security Devices』には、インターフェースの命名規則についての詳細な説明があり

ます。

シャーシ クラスタリングを有効化すると、結合された 2 つのシャーシは個々のシャーシとし

ては存在しなくなり、単一のシステムとなります。 単一のシステムとしてのクラスタは、2 倍

のスロットを持つことになります （1414ページの図103、1415ページの図104、1415ページの図105、
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1415ページの図106、1415ページの図107、1415ページの図108、1416ページの図109、および 1416ページ

の図110 を参照してください）。

図 103: SRX シリーズのシャーシ クラスタの FPC スロット番号（SRX5800 デ
バイス）

注: SRX5600 および SRX5800 デバイスには、以下のポート モジュールを接続でき

る 2 つのスロットがある、フレックス I/O カード（フレックス IOC）が備えられ

ています。

• SRX-IOC-4XGE-XFP 4 ポート XFP

• SRX-IOC-16GE-TX 16 ポート RJ-45

• SRX-IOC-16GE-SFP 16 ポート SFP

これらのポート モジュールを使用すると、4 ～ 16 のイーサネット ポートを SRX

シリーズ デバイスに追加できます。 これらのモジュールのポート番号は次のよう

になります。

slot/port module/port

ここで、slot はデバイス内のフレックス IOC が取り付けられているスロットの番

号になります。port module は、フレックス IOC の上部スロットであれば 0、SRX5800

デバイスのようにカードが垂直（縦型）で下部スロットの場合は 1 になります。

port はポート モジュールのポートの番号です。 SRX5600 デバイスのようにカード

が水平な場合は、port module は左側のスロットであれば 0、右側のスロットであ

れば 1 になります。

詳細については、ご利用の SRX シリーズ モデルの 『Services Gateway Hardware

Guide』 を参照してください。
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図 104: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号（SRX3400 デバイス）

図 105: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号（SRX1400 デバイス）

図 106: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号（SRX650 デバイス）

図 107: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号（SRX240 デバイス）

図 108: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号（SRX220 デバイス）
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図 109: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号（SRX210 デバイス）

図 110: SRX シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号（SRX100 デバイス）

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1416ページの「アクティブな J シリーズのシャーシ クラスタのノード インターフェース」

• 1419ページの「アクティブなシャーシ クラスタの管理インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタのファブリック インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタの制御インターフェース」

アクティブな J シリーズのシャーシ クラスタのノード インターフェース

J シリーズ デバイスでは通常、内蔵インターフェースの番号が次のように設定されています。

の優先使用設定によって

フェールバックが決定さ

れます。 の優先使用設定

によってフェールバック

が決定されます。 の優先

使用設定によってフェー

ルバックが決定されま

す。

ge-0/0/3ge-0/0/2ge-0/0/1ge-0/0/0

注意: J シリーズ デバイスで、シャーシ クラスタリングが有効になっているとき

は、レイヤー 2 スイッチングを有効化しないでください。 レイヤー 2 スイッチン

グを有効にしている場合は、必ずシャーシ クラスタリングを有効化する前に、それ

を無効化してください。

シャーシ クラスタリングを有効化してシステムを再起動すると、ge-0/0/2 という内蔵インター

フェースが再度管理インターフェースとして設定され、その名前が自動的に fxp0 に変更され

ます。 同様に、ge-0/0/3 という内蔵インターフェースが再度制御インターフェースとして設

定され、その名前が自動的に fxp1 に変更されます。
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デバイスがクラスタとして接続されると、1 つのデバイスのスロット番号（すなわちインター

フェース番号）が変わります。 クラスタでは、両ノードの各スロットのスロット番号が次の式

で決定されます。

cluster slot number = (node ID * maximum slots per node) + local slot number

シャーシ クラスタ モードでは、セカンダリ ノードのインターフェースの番号は内部で再設定

されます。 たとえば、各 J2320 デバイスのフロント パネルにある管理インターフェース ポー

トには ge-0/0/2 というラベルが付いたままですが、内部ではノード 1 のポートは ge-4/0/2

として参照されます。

1417ページの表141 は、クラスタの形成後にクラスタのノード 0 とノード 1 になる両 J シリー

ズ デバイスの、スロットの番号に加えポートとインターフェースの番号も示したものです。

表141: J シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号、および物理ポートと論理インターフェースの名
前

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタのス

ロット番号

1 ノードあたり

の最大スロット

数シャーシモデル

任意のギガビッ

ト イーサネット

ポート

ge-0/0/3ge-0/0/20 — 34（PIM スロッ

ト）、プリセッ

ト スロット 1

つを含む

ノード 0J2320

fab0fxp1fxp0

任意のギガビッ

ト イーサネット

ポート

ge-4/0/3ge-4/0/24 — 7ノード 1

fab1fxp1fxp0

任意のギガビッ

ト イーサネット

ポート

ge-0/0/3ge-0/0/20 — 56（PIM スロッ

ト）、プリセッ

ト スロット 1

つを含む

ノード 0J2350

fab0fxp1fxp0

任意のギガビッ

ト イーサネット

ポート

ge-6/0/3ge-6/0/26 — 11ノード 1

fab1fxp1fxp0
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表141: J シリーズのシャーシ クラスタのスロット番号、および物理ポートと論理インターフェースの名
前 （続き）

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタのス

ロット番号

1 ノードあたり

の最大スロット

数シャーシモデル

任意のギガビッ

ト イーサネット

ポート

ge-0/0/3ge-0/0/20 — 67（PIM スロッ

ト）、プリセッ

ト スロット 1

つを含む

ノード 0J4350 および

J6350

fab0fxp1fxp0

任意のギガビッ

ト イーサネット

ポート

ge-7/0/3ge-7/0/27 — 13ノード 1

fab1fxp1fxp0

シャーシ クラスタのスロット番号についての情報は、1419ページの図111にも示してあります。

注: J シリーズ デバイスの詳細については、 『J Series Services Routers Hardware

Guide』 を参照してください。 『Junos OS Interfaces Configuration Guide for

Security Devices』には、インターフェースの命名規則についての詳細な説明があり

ます。

シャーシ クラスタリングを有効化すると、結合された 2 つのシャーシは個々のシャーシとし

ては存在しなくなり、単一のシステムとなります。 単一のシステムとしてのクラスタは、2 倍

の PIM スロットを持つことになります （1419ページの図111 を参照してください）。
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図 111: J シリーズのシャーシ クラスタの PIM スロット番号（J6350 デバイ
ス）

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1409ページの「アクティブな SRX シリーズのシャーシ クラスタでのノード インターフェー

ス」

• 1419ページの「アクティブなシャーシ クラスタの管理インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタのファブリック インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタの制御インターフェース」

アクティブなシャーシ クラスタの管理インターフェース

fxp0 インターフェースは、SRX シリーズおよび J シリーズのデバイスの標準的な管理インター

フェースと同様に機能し、クラスタ内の各ノードへのネットワーク アクセスを可能にします。

ただし、まずコンソール ポートを通じて各ノードに接続し、各 fxp0 インターフェースに一意

の IP アドレスを割り当てる必要があります。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1409ページの「アクティブな SRX シリーズのシャーシ クラスタでのノード インターフェー

ス」

• 1416ページの「アクティブな J シリーズのシャーシ クラスタのノード インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタのファブリック インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタの制御インターフェース」
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アクティブなシャーシ クラスタのファブリック インターフェース

ファブリックはノード間のデータ リンクであり、シャーシ間でのトラフィック転送に使用され

ます。 一方のノードに到着したものの、他方のノードで処理される必要があるトラフィック

は、ファブリック データ リンクを介して転送されます。 同様に、一方のノードで処理された

ものの、他方のノードのインターフェースを通じて出て行く必要があるトラフィックも、ファ

ブリックを介して転送されます。 ファブリックではまた、認証、ネットワーク アドレス変換

（NAT）、アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）、IP セキュリティ（IPSec）など

のセッションの操作によって作成された、セッション状態オブジェクトの同期も行われます。

SRX シリーズのシャーシ クラスタでは、ファブリック リンクはクラスタにまたがる任意のイー

サネット インターフェースのペアにできます。J シリーズのシャーシ クラスタでは、ファブ

リック リンクは任意のギガビット イーサネット インターフェースのペアにできます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1409ページの「アクティブな SRX シリーズのシャーシ クラスタでのノード インターフェー

ス」

• 1416ページの「アクティブな J シリーズのシャーシ クラスタのノード インターフェース」

• 1419ページの「アクティブなシャーシ クラスタの管理インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタの制御インターフェース」

アクティブなシャーシ クラスタの制御インターフェース

制御インターフェースはクラスタ内の 2 つのノード間のコントロール リンクを提供し、ルー

ティングの更新のほか、ノードのフェールオーバーをトリガーするハートビートやしきい値の

情報などという制御プレーンの信号トラフィックに使用されます。 ノード間での構成の同期に

は、コントロール リンクも使用されます。 クラスタに構成ステートメントを送信すると、コ

ントロール リンクを介して自動的に構成が同期されます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1409ページの「アクティブな SRX シリーズのシャーシ クラスタでのノード インターフェー

ス」

• 1416ページの「アクティブな J シリーズのシャーシ クラスタのノード インターフェース」

• 1419ページの「アクティブなシャーシ クラスタの管理インターフェース」

• 1420ページの「アクティブなシャーシ クラスタのファブリック インターフェース」

シャーシ クラスタの形成

• SRX シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成する 1421ページ

• シャーシ クラスタ モードでのレイヤー 2 イーサネット スイッチング機能 1425ページ
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• 例: スイッチ ファブリック インターフェースを構成してシャーシ クラスタ モードでのス

イッチングを有効化する（CLI） 1426ページ

• 例: 2 つのノードにまたがるメンバーで IRB および VLAN を構成する（CLI） 1428ページ

• 例: LAG および LACP で集約型イーサネット デバイスを構成する（CLI） 1430ページ

• SRX シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要 1432ページ

• J シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成する 1434ページ

• J シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要 1435ページ

• 例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定 1437ページ

• 例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成 1439ページ

• 例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定 1442ページ

• シャーシ クラスタの構成の確認 1443ページ

• シャーシ クラスタの統計の確認 1443ページ

• シャーシ クラスタの統計の消去 1445ページ

• シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスの確認 1445ページ

• シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスの消去 1446ページ

SRX シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成する

SRX シリーズのシャーシ クラスタは、同タイプのイーサネット接続のペアを使用して、クラス

タにサポートされる 2 つの同一の SRX シリーズ デバイスを物理的に接続することで作成しま

す。 2 つのデバイス間では、コントロール リンクとファブリック（データ）リンクの両方の

接続が作成されます。

注: クラスタの 2 つのデバイス間に、2 つのコントロール リンク（SRX1400 サー

ビス ゲートウェイおよび SRX5000 と SRX3000 の各ラインのみ）と、2 つのファブ

リック リンクを接続すれば、コントロール リンクとファブリック リンクの障害の

可能性を抑えることができます。 1385ページの「「シャーシ クラスタのデュアル コ

ントロール リンクについて」」および1398ページの「「シャーシ クラスタのデュア

ル ファブリック リンクについて」」を参照してください。

シャーシ クラスタのコントロール リンクは、特定のポートを使用して作成します。

ブランチの SRX シリーズ デバイスでコントロール リンクを形成するには、以下のポートを使

用する必要があります。

• SRX100 デバイスの場合は、ノード 0 の fe-0/0/7 をノード 1 の fe-1/0/7 に接続します。

• SRX210 デバイスの場合は、ノード 0 の fe-0/0/7 をノード 1 の fe-2/0/7 に接続します。

• SRX220 デバイスの場合は、ノード 0 の ge-0/0/7 をノード 1 の ge-3/0/7 に接続します。

• SRX240 デバイスの場合は、ノード 0 の ge-0/0/1 をノード 1 の ge-5/0/1 に接続します。

• SRX650 デバイスの場合は、ノード 0 の ge-0/0/1 をノード 1 の ge-9/0/1 に接続します。

SRX3000 ラインのデバイスの場合、コントロール リンクとして機能する接続は、各デバイスの

内蔵の制御ポート間に作成する必要があります。
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SRX5000 ラインのデバイスには内蔵ポートがないため、これらのゲートウェイ用のコントロー

ル リンクはサービス処理カード（SPC）上の制御ポートでなければならず、スロット番号オフ

セットは SRX5600 デバイスの場合 6、SRX5800 デバイスの場合は 12 にする必要があります。

SRX3000 または SRX5000 ラインのデバイスで単一のコントロール リンクを接続する場合、コ

ントロール リンクのポートはルーティング エンジンのスロットと 1 対 1 のマッピングにな

ります。 ルーティング エンジンがスロット 0 にある場合は、コントロール ポート 0 を使用

してルーティング エンジンをリンクする必要があります。

注: SRX3000 ラインのデバイスのデュアル コントロール リンクでは、ルーティン

グ エンジンがスロット 0、SRX クラスタリング モジュール（SCM）がスロット 1

になければなりません。 この逆の構成（SCM がスロット 0、ルーティング エンジ

ンがスロット 1）はサポートされていません。

SRX1400 デバイスのデュアル コントロール リンクでは、冗長性のため、SYSIO に

存在する両方のコントロール（ポート 10 と 11）リンクをデュアル コントロール

ポートとして構成できます。

SRX100 のファブリック リンク接続はファスト イーサネット インターフェースのペアでなけ

ればならず、SRX210 の場合はファスト イーサネット インターフェースまたはギガビット イー

サネット インターフェースのペアでなければなりません。 他のすべての SRX シリーズ デバ

イスでは、ファブリック リンク接続は、任意のギガビット イーサネット インターフェースま

たは 10 ギガビット イーサネット インターフェースのペアである必要があります。

1422ページの図112、1423ページの図113、1423ページの図114、1423ページの図115、1423ページの図116、

1424ページの図117、1424ページの図118、および 1424ページの図119 はすべて、ファブリック リン

クおよびコントロール リンクが接続された SRX シリーズ デバイスのペアを示しています。

図 112: クラスタの SRX シリーズ デバイスの接続（SRX5800 デバイス）
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図 113: クラスタの SRX シリーズ デバイスの接続（SRX3400 デバイス）

図 114: クラスタの SRX シリーズ デバイスの接続（SRX1400 デバイス）

図 115: クラスタの SRX シリーズ デバイスの接続（SRX650 デバイス）

図 116: クラスタの SRX シリーズ デバイスの接続（SRX240 デバイス）
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図 117: クラスタの SRX シリーズ デバイスの接続（SRX220 デバイス）

図 118: クラスタの SRX シリーズ デバイスの接続（SRX210 デバイス）

図 119: クラスタの SRX シリーズ デバイスの接続（SRX100 デバイス）

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1432ページの「SRX シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要」

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」
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シャーシ クラスタ モードでのレイヤー 2 イーサネット スイッチング機能

• SRX シリーズ デバイスのシャーシ クラスタでのレイヤー 2 イーサネット スイッチング機

能について 1425ページ

SRX シリーズ デバイスのシャーシ クラスタでのレイヤー 2 イーサネット スイッチング

機能について

イーサネット ポートでは、スパンニングツリープロトコル（xSTP）、DOT1X、リンク集約

（LAG）、インターネット グループ メンバーシップ プロトコル（IGMP）、GARP VLAN 登録プ

ロトコル（GVRP）、リンク レイヤー検出プロトコル（LLDP）、スヌーピングなど、さまざまな

レイヤー 2 機能がサポートされています。 強化機能により、レイヤー 2 スイッチングの機能

がシャーシ クラスタのデバイスにも拡張されています。 この機能によって、シャーシ クラス

タの両方のノードでイーサネット スイッチングの機能を利用することが可能になっています。

いずれかのノードのイーサネット ポートは、ファミリーのイーサネット スイッチング用に構

成できます。 ユーザーは両ノードからのメンバー ポートを含むレイヤー 2 VLAN ドメインや、

両デバイスのレイヤー 2 スイッチング プロトコルを構成できます。

1425ページの図120 は、シャーシ クラスタのノード間におけるレイヤー 2 スイッチングを示し

ています。

図 120: シャーシ クラスタのノード間におけるレイヤー 2 イーサネット スイッ
チング

シャーシ クラスタのノード間でレイヤー 2 スイッチングをシームレスに機能させるには、ノー

ド同士を接続する専用の物理リンクが必要です。 このタイプのリンクはswitching fabric

interface (swfab)と呼ばれます。 このリンクの目的は、ノード間のレイヤー 2 トラフィック

を転送することです。

注: 複数のノードにまたがるメンバーによる LAG の構成はサポートされていませ

ん。
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警告: 両方のノードで swfab インターフェースが構成されていない場合に、ノード

でイーサネット スイッチング関連の機能を構成しようとすると、ノードで予期せぬ

動作が発生する可能性があります。

シャーシ クラスタのフェールオーバーと新しいプライマリの選定について

シャーシ クラスタのフェールオーバーが発生すると、新しいプライマリ ノードが選定され、

イーサネット スイッチング デーモン（ESWD）が別のノードで実行されます。 フェールオー

バーの間に、シャーシ制御のサブシステムが再起動されます。 フェールオーバー中はまた、PIC

がアップし VLAN エントリが再プログラムされるまで、トラフィックも停止します。 フェール

オーバー後は、セカンダリ ノードでレイヤー 2 プロトコルの状態が維持されないため、すべ

てのレイヤー 2 プロトコルが再収束します。

注: シャーシ クラスタ モードの Q-in-Q 機能は、Broadcom チップセットの swfab

インターフェース構成におけるチップの制限のため、サポートされていません。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1426ページの「例: スイッチ ファブリック インターフェースを構成してシャーシ クラスタ

モードでのスイッチングを有効化する（CLI）」

• 1428ページの「例: 2 つのノードにまたがるメンバーで IRB および VLAN を構成する（CLI）」

• 1430ページの「例: LAG および LACP で集約型イーサネット デバイスを構成する（CLI）」

例: スイッチ ファブリック インターフェースを構成してシャーシ クラスタ モードでのスイッチングを
有効化する（CLI）

この例では、スイッチ ファブリック インターフェース（swfab）を構成してシャーシ クラス

タ モードでのスイッチングを有効化する方法を示します。

• 要件 1426ページ

• 概要 1427ページ

• 構成 1427ページ

• 確認 1427ページ

要件

スイッチ ファブリックのメンバーとして使用する物理リンクは、直接接続する必要がありま

す。

始める前に、以下の例に目を通し、シャーシ クラスタのファブリックの構成を理解しておいて

ください。
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• 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」

概要

レイヤー 2 のファブリック機能のため、新しい擬似インターフェース swfab0 および swfab1

が作成されます。 ユーザーは、swfab のために関連付けられる専用イーサネット ポートを、

ノードの両側に構成する必要があります。

構成

ステップごとの手順 swfab インターフェースを構成するには、以下の手順に従います。

1. swfab0 および swfab1 を構成してスイッチ ファブリック インターフェースを関連付け、

ノード間のスイッチングを有効化します。 swfab0 はノード 0 に、swfab1 はノード 1

に対応することに注意してください。

{primary:node0} [edit]

user@host# set interfaces swfab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/6

user@host# set interfaces swfab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/7

user@host# set interfaces swfab1 fabric-options member-interfaces ge-5/0/6

user@host# set interfaces swfab1 fabric-options member-interfaces ge-5/0/7

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

{primary:node0} [edit]

user@host# commit

確認

目的 swfab ポートには、複数のポートをメンバーとして構成できます。

アクション 構成モードで、show interfaces swfab0 コマンドを入力して、各 swfab に構成されたインター

フェースを表示します。

user@host# show interfaces swfab0

fabric-options{

member-interfaces {

ge-0/0/6;

ge-0/0/7;

}

}

注: swfab にはスイッチングがサポートされるポートを使用する必要があります。

SRX650 の場合、swfab のメンバー ポートは同じ gPIM に属している必要がありま

す。 複数の gPIM にわたるメンバーはサポートされていません。

構成モードで、show chassis cluster ethernet-switching interfaces コマンドを入力して、

適切なメンバー インターフェースを表示します。

user@host# show chassis cluster ethernet-switching interfaces

swfab0:

Name Status
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ge-0/0/6 up

ge-0/0/7 up

swfab1:

Name Status

ge-5/0/6 up

ge-5/0/7 up

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

例: 2 つのノードにまたがるメンバーで IRB および VLAN を構成する（CLI）

• 要件 1428ページ

• 概要 1428ページ

• 構成 1428ページ

• 確認 1429ページ

要件

この機能を構成するために、デバイスの初期化以外の特別な構成を事前に実行しておく必要は

ありません。

概要

この例では、ノード 0 とノード 1 にメンバーが存在する IRB の構成および仮想 LAN（VLAN）

の構成を示します。

構成

ステップごとの手順 VLAN を構成するには、手順 1 ～ 4 に従ってから、 構成をコミットします。 IRB を構成する

には、手順 1 ～ 8 に従います。

1. node0 インターフェースでイーサネット スイッチングを構成します。

{primary:node0} [edit]

user@host# set interfaces ge-2/0/0 unit 0 family ethernet-switching

2. node1 インターフェースでイーサネット スイッチングを構成します。

{primary:node0} [edit]

user@host# set interfaces ge-11/0/0 unit 0 family ethernet-switching

3. vlan10 という VLAN を、vlan-id 10 で作成します。

{primary:node0} [edit]

user@host# set vlans vlan10 vlan-id 10

4. VLAN に両ノードからポートを追加します。

{primary:node0} [edit]

user@host# set vlans vlan10 interface ge-2/0/0

user@host# set vlans vlan10 interface ge-11/0/0

5. VLAN に IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0} [edit]

user@host# set interfaces vlan unit 10 family inet address 45.45.45.1/24
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6. vlan10 に 13 の VLAN インターフェースを関連付けます。

{primary:node0} [edit]

user@host# set vlans vlan10 l3-interface vlan.10

7. show vlans コマンドと show interfaces コマンドを入力して、構成を確認します。

user@host# show vlans

vlan10 {

vlan-id 10;

interface {

ge-2/0/0.0;

ge-11/0/0.0;

}

l3-interface vlan.10;

}

user@host# show interfaces

ge-2/0/0 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

ge-11/0/0 {

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

vlan {

unit 10 {

family inet {

address 45.45.45.1/24;

}

}

}

8. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

目的 VLAN と IRB の構成が正しく機能していることを確認すること。

アクション 構成モードで、show interfaces terse ge-2/0/0 コマンドを入力して、ノード 0 のインター

フェースを表示します。

user@host# run show interfaces terse ge-2/0/0

Interface Admin Link Proto Local Remote

ge-2/0/0 up up

ge-2/0/0.0 up up eth-switch

構成モードで、show interfaces terse ge-11/0/0 コマンドを入力して、ノード 1 のインター

フェースを表示します。

user@host# run show interfaces terse ge-11/0/0

Interface Admin Link Proto Local Remote
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ge-11/0/0 up up

ge-11/0/0.0 up up eth-switch

構成モードで、show vlans コマンドを入力して、VLAN インターフェースを表示します。

user@host# run show vlans

Name Tag Interfaces

default 1 None

vlan10 10 ge-2/0/0.0*, ge-11/0/0.0*

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

例: LAG および LACP で集約型イーサネット デバイスを構成する（CLI）

• 要件 1430ページ

• 概要 1430ページ

• 構成 1430ページ

• 確認 1431ページ

要件

この機能を構成するために、デバイスの初期化以外の特別な構成を事前に実行しておく必要は

ありません。

概要

この例では、LAG およびリンク集約制御プロトコル（LACP）を使用した集約型イーサネット

（ae）デバイスの構成を示します。

構成

ステップごとの手順 LAG を構成するには、以下の手順に従います。

1. 作成する必要がある ae/LAG インターフェースの数を設定します。

[edit]

user@host# set chassis aggregated-devices ethernet device-count 5

2. ae/LAG にポートを追加します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-2/0/1 gigether-options 802.3ad ae0

user@host# set interfaces ge-2/0/2 gigether-options 802.3ad ae0

3. ae/LAG に LACP を設定します。

[edit]

user@host# set interfaces ae0 aggregated-ether-options lacp active

4. ae/LAG にファミリーのイーサネット スイッチングを設定します。

[edit]

user@host# set interfaces ae0 unit 0 family ethernet-switching

5. VLAN を構成します。

[edit]

user@host# set vlans vlan20 vlan-id 20

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1430

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


6. ae を VLAN に追加します。

[edit]

user@host# set vlans vlan20 interface ae0

7. show vlans コマンドと show interfaces コマンドを入力して、構成を確認します。

user@host# show vlans

vlan20 {

vlan-id 20;

interface {

ae0.0;

}

}

user@host# show interfaces

ge-2/0/1 {

gigether-options {

802.3ad ae0;

}

}

ge-2/0/2 {

gigether-options {

802.3ad ae0;

}

}

ae0 {

aggregated-ether-options {

lacp {

active;

}

}

unit 0 {

family ethernet-switching;

}

}

8. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

目的 他のデバイスも同様に、LAG および LACP を使用して構成できます。 以下のコマンドを入力し

て、LAG の構成を確認します。

アクション 構成モードで、show lacp interfaces と入力して、LACP インターフェースを表示します。

user@host# run show lacp interfaces

Aggregated interface: ae0

LACP state: Role Exp Def Dist Col Syn Aggr Timeout Activity

ge-2/0/1 Actor No No Yes Yes Yes Yes Fast Active

ge-2/0/1 Partner No No Yes Yes Yes Yes Fast Active

ge-2/0/2 Actor No No Yes Yes Yes Yes Fast Active

ge-2/0/2 Partner No No Yes Yes Yes Yes Fast Active

LACP protocol: Receive State Transmit State Mux State
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ge-2/0/1 Current Fast periodic Collecting distributing

ge-2/0/2 Current Fast periodic Collecting distributing

構成モードで、show vlans コマンドを入力して、VLAN インターフェースを表示します。

user@host# run show vlans

Name Tag Interfaces

default 1 None

vlan20 20 ae0.0

構成モードで、show interfaces (interface name) コマンドを入力して、ge-2/0/1 および

ge-2/0/2 インターフェースのステータスを表示します。

user@host# run show interfaces ge-2/0/1 terse

Interface Admin Link Proto Local Remote

ge-2/0/1 up up

ge-2/0/1.0 up up aenet --> ae0.0

user@host# run show interfaces ge-2/0/2 terse

Interface Admin Link Proto Local Remote

ge-2/0/2 up up

ge-2/0/2.0 up up aenet --> ae0.0

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

SRX シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要

このセクションでは、SRX シリーズのシャーシ クラスタを作成する基本的な手順の概要を説明

します。

J シリーズのシャーシ クラスタを設定する基本的な手順については、1435ページの「「J シリー

ズのシャーシ クラスタ構成の概要」」を参照してください。

始める前に、1421ページの「「SRX シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成

する」」の手順を参照して、SRX シリーズのデバイスを接続しておきます。

注: SRX5000 ラインのシャーシ クラスタの場合は、SPC の配置とタイプが 2 つの

デバイスで一致する必要があります。 SRX3000 ラインのシャーシ クラスタの場合

は、SPC、IOC、および NPC の配置とタイプが、2 つのデバイスで一致する必要があ

ります。 SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、および SRX650 のシャーシ クラスタ

の場合は、GPIM、XGPIM、XPIM、および Mini-PIM（該当するもの）の配置とタイプ

が、2 つのデバイスで一致する必要があります。

SRX シリーズのシャーシ クラスタを作成するには、以下の手順に従います。

1. サポートされている同種の 2 つの SRX シリーズ デバイスを、物理的に接続します。

a. イーサネット インターフェースの任意のペアを接続して、クラスタ内の 2 つのノード

間にファブリック リンクを作成します。 大半の SRX シリーズ デバイスにおける唯一

の要件は、両方のインターフェースがギガビット イーサネット インターフェース（ま

たは 10 ギガビット イーサネット インターフェース）であることです。 SRX220 デバ

イスの場合は、ギガビット イーサネット インターフェースのペアを接続します。 SRX210

デバイスの場合は、両方のインターフェースが類似の種類でなければなりません（ファ
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スト イーサネット インターフェースのペアか、ギガビット イーサネット インター

フェースのペアなど）。 SRX100 デバイスの場合は、ファスト イーサネット インター

フェースのペアを接続します。 1422ページの図112は、ファブリック リンク用の内蔵 I/O

ポートを使用して接続されたノードを示しています。

デュアル ファブリック リンクの機能を使用するときは、各デバイスで使用するイーサ

ネット インターフェースのペアを 2 つ接続します。 1398ページの「「シャーシ クラス

タのデュアル ファブリック リンクについて」」を参照してください。

b. 各デバイスで使用する制御ポートを接続します（たとえば1422ページの図112に示されてい

る fpc3 と fpc15 など）。 SRX3600、SRX3400、SRX650、SRX240 の各デバイスでは、専

用ギガビット イーサネット ポートが制御ポートになります。 SRX210 および SRX100

の各デバイスでは、最も番号の大きいポート（fe-0/0/7）が制御ポートになります。

デュアル コントロール リンクの機能を使用するときは（SRX5000 および SRX3000 ライ

ンのみ）、各デバイスで使用する制御ポートのペアを 2 つ接続します（たとえば1387ペー

ジの図100に示すように、1 つ目のペアに fpc3 と fpc15、2 つ目のペアに fpc6 と fpc18

など）。 1386ページの「「シャーシ クラスタの SRX シリーズ デバイス用デュアル コン

トロール リンクの接続」」を参照してください。

SRX5600 および SRX5800 デバイスの場合、制御ポートは 2 つのデバイスの対応するス

ロットになければならず、スロット番号のオフセットは以下のとおりにする必要があり

ます。

オフセットデバイス

12（例: fpc3 と fpc15 など）SRX5800

6（例: fpc3 と fpc9 など）SRX5600

2. クラスタ内の最初に初期化するデバイスをコンソール ポートに接続します。 これがクラス

タを形成するノードです。

接続の手順については、適切な 『Services Gateway Getting Started Guide』を参照して

ください。

3. 制御ポートを構成します（SRX5000 ラインのみ）。 1381ページの「「例: シャーシ クラスタ

の制御ポートの構成」」を参照してください。

4. CLI 動作モード コマンドを使用して、クラスタリングを有効化します。

a. クラスタにクラスタ ID を設定して、クラスタを識別します。

b. ノードに独自のノード ID を設定して識別してから、システムを再起動します。

1437ページの「「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」」を参照

してください。

5. 他方のデバイスのコンソール ポートに接続し、CLI 動作モード コマンドを使用してクラス

タリングを有効化します。

a. デバイスが加わることになるクラスタに、最初のノードで設定したものと同じクラスタ

ID を設定して、クラスタを識別します。

b. ノードに独自のノード ID を設定して識別してから、システムを再起動します。
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6. クラスタで管理インターフェースを構成します。 1439ページの「「例: シャーシ クラスタの

管理インターフェースの構成」」を参照してください。

7. CLI でクラスタを構成します。 以下を参照してください。

a. 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

b. 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」

c. 1340ページの「例: シャーシ クラスタの冗長グループの構成」

d. 1362ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの構成」

e. 1344ページの「例: シャーシ クラスタのインターフェース監視の設定」

8. 手動フェールオーバーを開始します。 1355ページの「「シャーシ クラスタの冗長グループの

手動フェールオーバーの開始」」を参照してください。

9. 冗長イーサネット インターフェースを介した条件付きルート アドバタイズメントを構成し

ます。 1373ページの「「シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについ

て」」を参照してください。

10.構成を確認します。 1443ページの「「シャーシ クラスタの構成の確認」」を参照してくださ

い。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1421ページの「SRX シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成する」

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」

J シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成する

J シリーズのシャーシ クラスタを作成するには、ギガビット イーサネット接続のペアを使用

して、サポートされている同種の J シリーズ デバイスのペアを対向式に物理接続する必要が

あります。 コントロール リンクの役割を果たす接続は、内蔵インターフェース ge-0/0/3 でな

ければなりません。 ファブリック リンク接続は、デバイス上の任意のギガビット イーサネッ

ト インターフェースのペアを組み合わせて作成できます。

注: クラスタの 2 つのデバイス間に 2 つのファブリック リンクを接続すること

で、ファブリック リンクの障害の可能性を抑えることができます。 1398ページの

「「シャーシ クラスタのデュアル ファブリック リンクについて」」を参照してく

ださい。

1435ページの図121 は、ファブリック リンクとコントロール リンクの両方に内蔵インターフェー

スを使用して接続された、2 つの J シリーズ デバイスを示しています。
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図 121: クラスタの J シリーズ デバイスの接続（J6350 デバイス）

注: J シリーズ ルーターでシャーシ クラスタリングが有効になっている場合は、2

つのインターフェース ポートを使用して 2 つのデバイスがリンクされます。ge-0/0/3

インターフェース（fxp1 ポート）は制御インターフェースに、1 つのポートはファ

ブリック リンクに使用されます（いずれかの内蔵インターフェース（ge-0/0/0 ま

たは ge-0/0/1）、あるいは uPIM のいずれかのポートを使用）。 また、ge-0/0/2

インターフェース（fxp0 ポート）は管理リンクに使用されます。 つまり、4 つの

内蔵ギガビット イーサネット ポートのうち 3 つが使用されることになります。ト

ランジット トラフィック用に追加のポートが必要な場合は、PIM または uPIM が必

要になります。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1435ページの「J シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要」

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」

J シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要

このセクションでは、J シリーズのシャーシ クラスタを作成する基本的な手順の概要を説明し

ます。

SRX シリーズのシャーシ クラスタを設定する基本的な手順については、1432ページの「「SRX シ

リーズのシャーシ クラスタ構成の概要」」を参照してください。
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始める前に、1434ページの「「J シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成す

る」」の手順を参照して、J シリーズのデバイスを接続しておきます。

注: J シリーズのシャーシ クラスタでは、クラスタ内の 2 つのノードは同一モデ

ルでなければなりませんが、ノードに搭載されている PIM は任意の組み合わせで構

いません。

J シリーズのシャーシ クラスタを作成するには、以下の手順に従います。

1. サポートされている同種の 2 つの J シリーズ デバイスを、物理的に接続します。

a. 任意のギガビット イーサネット インターフェース（内蔵インターフェースまたは PIM

上のインターフェース）のペアを接続して、クラスタ内の 2 つのノード間にファブリッ

ク リンクを作成します。 唯一の要件は、両方のインターフェースがギガビット イーサ

ネット インターフェースであることです。 1435ページの図121は、ファブリック リンク

用の内蔵の ge-0/0/1 インターフェースを使用して接続されたノードを示しています。

デュアル ファブリック リンクの機能を使用するときは、各デバイスで使用するギガビッ

ト イーサネット インターフェースのペアを 2 つ接続します。 詳細については、1398ペー

ジの「「シャーシ クラスタのデュアル ファブリック リンクについて」」を参照してく

ださい。

b. 各 ge-0/0/3 インターフェースを接続して、コントロール リンクを作成します。

2. クラスタ内の最初に初期化するデバイスをコンソール ポートに接続します。 これがクラス

タを形成するノードです。

接続の手順については、 『J Series Services Routers Hardware Guide』を参照してくだ

さい。

3. CLI 動作モード コマンドを使用して、クラスタリングを有効化します。

a. クラスタにクラスタ ID を設定して、クラスタを識別します。

b. ノードに独自のノード ID を設定して識別してから、システムを再起動します。

1437ページの「「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」」を参照

してください。

4. 他方のデバイスのコンソール ポートに接続し、CLI 動作モード コマンドを使用してクラス

タリングを有効化します。

a. デバイスが加わることになるクラスタに、最初のノードで設定したものと同じクラスタ

ID を設定して、クラスタを識別します。

b. ノードに独自のノード ID を設定して識別してから、システムを再起動します。

5. クラスタで管理インターフェースを構成します。 1439ページの「「例: シャーシ クラスタの

管理インターフェースの構成」」を参照してください。

6. CLI でクラスタを構成します。 以下を参照してください。

a. 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

b. 1399ページの「例: シャーシ クラスタのファブリックの構成」
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c. 1340ページの「例: シャーシ クラスタの冗長グループの構成」

d. 1362ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの構成」

e. 1344ページの「例: シャーシ クラスタのインターフェース監視の設定」

7. 手動フェールオーバーを開始します。 1355ページの「「シャーシ クラスタの冗長グループの

手動フェールオーバーの開始」」を参照してください。

8. 冗長イーサネット インターフェースを介した条件付きルート アドバタイズメントを構成し

ます。 1373ページの「「シャーシ クラスタの条件付きルート アドバタイズメントについ

て」」を参照してください。

9. 構成を確認します。 1443ページの「「シャーシ クラスタの構成の確認」」を参照してくださ

い。

注: デフォルトのクラスタ モードは edit private モードです。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1434ページの「J シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラスタを作成する」

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」

例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定

この例は、シャーシ クラスタのノード ID およびシャーシ クラスタ ID を設定する方法を示

します。これらは 2 つのデバイスを接続した後に設定する必要があります。 シャーシ クラス

タ ID はデバイスが属するクラスタを特定し、シャーシ クラスタのノード ID はクラスタ内の

一意のノードを特定します。

• 要件 1437ページ

• 概要 1438ページ

• 構成 1438ページ

• 確認 1438ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

コンソール ポートを通して各デバイスに接続できることを確認します。

1437Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第48章: シャーシ クラスタ

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


概要

シャーシ クラスタ ID およびシャーシ クラスタのノード ID は、各ノードに正しい構成を適

用するために使用されます（たとえば apply-groups コマンドを使用してシャーシ クラスタの

管理インターフェースを構成する場合など）。 シャーシ クラスタ ID およびノード ID のス

テートメントは EPROM に書き込まれ、システムを再起動すると有効になります。

この例では、シャーシ クラスタ ID を 1 に設定します。 また、シャーシ クラスタの 1 つ目

のノードのノード ID を 0 に設定して、両ノードの優先度設定が同じ場合はこのノードのプラ

イマリ グループがプライマリになるようにし、他方のノードのノード ID は 1 に設定します。

構成

ステップごとの手順 シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID を指定するには、以下の手順に従います。

1. コンソール ポートを使用して 1 つ目のデバイスに接続します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

Successfully enabled chassis cluster. Going to reboot now.

2. コンソール ポートを使用して 2 つ目のデバイスに接続します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

Successfully enabled chassis cluster. Going to reboot now.

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

シャーシ クラスタのステータス確認

目的 シャーシ クラスタのステータスを確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}[edit]

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 0 primary no no

node1 0 secondary no no

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1432ページの「SRX シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要」

• 1435ページの「J シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要」
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• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成

この例は、シャーシ クラスタへのネットワーク管理アクセスを提供する方法を示しています。

要件

始める前に、シャーシ クラスタのノード ID とクラスタ ID を設定します。 1437ページの「「例:

シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」」を参照してください。

概要

ネットワーク管理アクセスを提供するには、クラスタ内の各ノードに一意の IP アドレスを割

り当てる必要があります。 この構成は、2 つのノード間で複製されることはありません。

大部分の SRX シリーズのシャーシ クラスタでは、fxp0 インターフェースは専用ポートになっ

ています。 SRX100、SRX210、および J シリーズのシャーシ クラスタでは、内蔵インターフェー

スから fxp0 インターフェースが再設定されます。 J シリーズのシャーシ クラスタでは、各

ノードに一意のホスト名を定義し、各ノードの fxp0 インターフェースに一意の IP アドレス

を割り当てることで、クラスタへの管理アクセスを構成します。 fxp0 インターフェースは、

一方のノードをプライマリ デバイスとし他方のノードをセカンダリ デバイスとして指定した

後に、デバイスが再起動されると作成されます。

注: fxp0 インターフェースを構成する前にネットワークを介してクラスタ内のノー

ドにアクセスしようとすると、クラスタへのアクセスが失われます。

この例では、IPv4 に以下の情報を設定します。

• ノード 0 の名前—node0-router

• ノード 0 に割り当てる IP アドレス—10.1.1.1/24

• ノード 1 の名前—node1-router

• ノード 1 に割り当てる IP アドレス—10.1.1.2/24

この例では、IPv6 に以下の情報を設定します。

• ノード 0 の名前—node0-router

• ノード 0 に割り当てる IP アドレス—12010:2010:201::2/64

• ノード 1 の名前—node1-router

• ノード 1 に割り当てる IP アドレス—2010:2010:201::3/64

構成

CLI 簡単構成 IPv4 用のシャーシ クラスタの管理インターフェースを簡単に構成するには、以下のコマンド

をコピーして CLI に貼り付けます。
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{primary:node0}[edit]

user@host#

set groups node0 system host-name node0-router

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set groups node1 system host-name node1-router

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.1.1.2/24

IPv6 用のシャーシ クラスタの管理インターフェースを簡単に構成するには、以下のコマンド

をコピーして CLI に貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

user@host#

set groups node0 system host-name node0-router

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet6 address 2010:2010:201::2/64

set groups node1 system host-name node1-router

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet6 address 2010:2010:201::3/64

ステップごとの手順 IPv4 用のシャーシ クラスタの管理インターフェースを構成するには、以下の手順に従います。

1. ノード 0 の名前を設定し、IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name node0-router

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

2. ノード 1 の名前を設定し、IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

set groups node1 system host-name node1-router

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.1.1.2/24

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit

ステップごとの手順 IPv6 用のシャーシ クラスタの管理インターフェースを構成するには、以下の手順に従います。

1. ノード 0 の名前を設定し、IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name node0-router

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet6 address

2010:2010:201::2/64

2. ノード 1 の名前を設定し、IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node1 system host-name node1-router

user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet6 address

2010:2010:201::3/64

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit
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結果 構成モードで、show groups および show apply-groups コマンドを入力して構成内容を確認しま

す。 意図した構成が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正しま

す。

{primary:node0}[edit]

user@host# show groups

node0 {

system {

host-name node0-router;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name node1-router;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.2/24;

}

}

}

}

}

{primary:node0}[edit]

user@host# show apply-groups

## Last changed: 2010-09-16 11:08:29 UTC

apply-groups "${node}";

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が正しく機能していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成の確認 1441ページ

シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成の確認

目的 シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成を確認します。

アクション 構成が正しく動作していることを確認するには、show config コマンドを入力します。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•
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• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1432ページの「SRX シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要」

• 1435ページの「J シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要」

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」

例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定

この例は、シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数を指定する方法を示

しています。 構成した冗長イーサネット インターフェースが認識されるよう、冗長イーサネッ

ト インターフェースの数を設定する必要があります。

• 要件 1442ページ

• 概要 1442ページ

• 構成 1442ページ

• 確認 1443ページ

要件

始める前に、シャーシ クラスタ ID およびシャーシ クラスタのノード ID を設定します。 1437

ページの「「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」」を参照してく

ださい。

概要

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースを構成する前に、シャーシ クラスタ

の冗長イーサネット インターフェースの数を指定する必要があります。

この例では、シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数を 2 に設定しま

す。

構成

ステップごとの手順 シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数を設定するには、以下の手順に

従います。

1. 冗長イーサネット インターフェースの数を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster reth-count 2

2. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

構成が正しく機能していることを確認するには、show configuration chassis cluster コマンド

を入力します。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1432ページの「SRX シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要」

• 1435ページの「J シリーズのシャーシ クラスタ構成の概要」

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」

シャーシ クラスタの構成の確認

目的 シャーシ クラスタの検証オプションを表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster ? コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster ?

Possible completions:

interfaces Display chassis-cluster interfaces

statistics Display chassis-cluster traffic statistics

status Display chassis-cluster status

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの統計の確認」

• 1445ページの「シャーシ クラスタの統計の消去」

• 1445ページの「シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスの確認」

シャーシ クラスタの統計の確認

目的 シャーシ クラスタのサービスおよびインターフェースに関する情報を表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:
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Heartbeat packets sent: 798

Heartbeat packets received: 784

Fabric link statistics:

Probes sent: 793

Probes received: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 0 0

Session create 0 0

Session close 0 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Control link 1:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 0 0

Session create 1 0

Session close 1 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0
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MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 82371

Heartbeat packets received: 82321

Control link 1:

Heartbeat packets sent: 0

Heartbeat packets received: 0

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」

• 1445ページの「シャーシ クラスタの統計の消去」

• 1445ページの「シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスの確認」

シャーシ クラスタの統計の消去

表示されたシャーシ クラスタのサービスおよびインターフェースに関する情報を消去するに

は、CLI から clear chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> clear chassis cluster statistics

Cleared control-plane statistics

Cleared data-plane statistics

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの統計の確認」

• 1445ページの「シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスの確認」

シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスの確認

目的 シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスを表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node1}
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user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 3

Node name Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-group: 0, Failover count: 1

node0 254 primary no no

node1 2 secondary no no

Redundancy-group: 1, Failover count: 1

node0 254 primary no no

node1 1 secondary no no

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 15

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 5

node0 200 primary no no

node1 0 lost n/a n/a

Redundancy group: 1 , Failover count: 41

node0 101 primary no no

node1 0 lost n/a n/a

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 15

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 5

node0 200 primary no no

node1 0 unavailable n/a n/a

Redundancy group: 1 , Failover count: 41

node0 101 primary no no

node1 0 unavailable n/a n/a

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの統計の確認」

• 1446ページの「シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスの消去」

シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスの消去

シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスを消去するには、CLI から clear chassis

cluster failover-count コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> clear chassis cluster failover-count
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Cleared failover-count for all redundancy-groups

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1437ページの「例: シャーシ クラスタのノード ID およびクラスタ ID の設定」

• 1439ページの「例: シャーシ クラスタの管理インターフェースの構成」

• 1442ページの「例: シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数の設定」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの統計の確認」

• 1445ページの「シャーシ クラスタのフェールオーバー ステータスの確認」

シャーシ クラスタのアップグレード

• シャーシ クラスタの各デバイスを個別にアップグレードする 1447ページ

• 低負荷 ISSU を使用したシャーシ クラスタの両デバイスのアップグレード 1448ページ

• ICU を使用したシャーシ クラスタのデバイスのアップグレード 1451ページ

シャーシ クラスタの各デバイスを個別にアップグレードする

シャーシ クラスタの各デバイスは、一度に 1 つずつ個別にアップグレードできます。一部の

モデルでは、フェールオーバーと稼動中ソフトウェアアップグレード（ISSU）を使用して、デ

バイスを 1 つずつアップグレードし、アップグレードによる動作上の影響を抑えることもでき

ます。

シャーシ クラスタの各デバイスを個別にアップグレードするには、以下の手順に従います。

注: この種のシャーシ クラスタ アップグレードでは、約 3 ～ 5 分のサービスの

中断が発生します。

1. ノード 0 に新しい画像ファイルをロードします。

2. 以下のとおりに入力して、ノードを再起動せずに画像のアップグレードを行います。

user@host> request system software add image_name

3. ノード 1 に新しい画像ファイルをロードします。

4. 手順 2 を繰り返します。

5. 両方のノードを同時に再起動します。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1448ページの「低負荷 ISSU を使用したシャーシ クラスタの両デバイスのアップグレード」

• 1451ページの「ICU を使用したシャーシ クラスタのデバイスのアップグレード」

• 1454ページの「シャーシ クラスタの無効化」

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」
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• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

低負荷 ISSU を使用したシャーシ クラスタの両デバイスのアップグレード

• ISSU を使用したシャーシ クラスタの両デバイスのアップグレード 1448ページ

• ISSU 後のシャーシ クラスタのデバイスのロールバック 1449ページ

• ISSU 後のシャーシ クラスタのノードの自動フェールバックの有効化 1449ページ

• シャーシ クラスタの ISSU の障害のトラブルシューティング 1450ページ

• シャーシ クラスタの ISSU における一致しないコントロール リンク統計の解読 1450ページ

ISSU を使用したシャーシ クラスタの両デバイスのアップグレード

一部のプラットフォームでは、稼動中ソフトウェアアップグレード（ISSU）を使用して、シャー

シ クラスタのデバイスをサービスの中断なしにアップグレードすることができます。 シャー

シ クラスタの ISSU 機能を使用すると、クラスタの両デバイスを、冗長グループのフェール

オーバーと同様のトラフィック負荷で、サポートされている Junos OS バージョンからアップ

グレードできます。

注: ISSU では、ソフトウェアのダウングレードはサポートされていません。

注: IPv4 しかサポートしていない Junos OS バージョンから、IPv4 と IPv6 を両

方サポートするバージョンにアップグレードする場合、アップグレード プロセスの

最中は IPv4 トラフィックが継続して動作します。 IPv4 と IPv6 を両方サポート

する Junos OS バージョンから、IPv4 と IPv6 を両方サポートするバージョンに

アップグレードする場合、アップグレード プロセスの最中は IPv4 と IPv6 のトラ

フィックが両方継続して動作します。 Junos OS リリース 10.2 以降では、IPv6 ト

ラフィックにはフローベースの処理がサポートされています。

始める前に、以下の点を念頭に置いてください。

• ISSU は Junos OS リリース 9.6 以降でのみ使用できます。

• ISSU を開始する前に、すべての冗長グループをフェールオーバーさせて、すべての冗長グ

ループが一方のノードだけでアクティブになるようにしておく必要があります。 1355ページの

「「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーの開始」」を参照してくださ

い。

• ISSU を開始する前に、ルーティング プロトコルの正常な再起動を有効化しておくことをお

勧めします。

すべての冗長グループが一方のノードでアクティブになったら、request コマンドを使用して

アップグレードを開始します。

1. すべての冗長グループを一方のノードにフェールオーバーさせます。

2. 以下のコマンドを入力して、すべての冗長グループのプライマリになっているノードから

ISSU を開始します。
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user@host> request system software in-service-upgrade image_name reboot

注: SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 のデバイスでは、

コマンドに reboot を含める必要があります。 reboot が含まれていない場合、

コマンドは失敗します。 SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、および SRX650 の

デバイスでは、帯域内クラスタ アップグレード（ICU）の後にクラスタのデバイ

スが自動的に再起動されるため、reboot パラメータは使用できなくなっていま

す。

3. 両ノードのアップグレードが完了するのを待ってから、すべてのポリシー、ゾーン、冗長グ

ループ、および他の RTO が正しい状態に戻るのを確認します。 また、クラスタの両方のデ

バイスで新しい Junos OS ビルドが実行されていることも確認します。

注: アップグレードの最中、両方のデバイスで冗長グループのフェールオーバーが

発生することがありますが、トラフィックは中断されません。 アップグレードの前

に、それぞれのデバイスで、パッケージの検証とバージョンの互換性チェックが行

われます。 新しいパッケージが、現在インストールされているバージョンと互換性

がないことが検出されると、デバイスによってアップグレードが拒否されるか、ま

たは是正措置を講じるようにというメッセージが表示されます。 場合によっては 1

つの機能だけに互換性がないこともあり、その場合はアップグレード ソフトウェア

によって、アップグレードを中止するかまたはアップグレードの前に機能をオフに

するようにというメッセージが表示されます。

この機能は、コマンドライン インターフェースを通してのみ使用可能です。 詳細は、「request

system software in-service-upgrade」のセクション （『Junos OS CLI Reference』）を参照

してください。

ISSU 後のシャーシ クラスタのデバイスのロールバック

ISSU の完了に失敗し、クラスタのデバイスのうち 1 つだけがアップグレードされた場合は、

アップグレードされたデバイスで以下のコマンドを使用することで、そのデバイスのみ以前の

構成にロールバックすることができます。

• request chassis cluster in-service-upgrade abort

• request system software rollback

• request system reboot

ISSU 後のシャーシ クラスタのノードの自動フェールバックの有効化

ISSU の完了後、冗長グループを自動的にプライマリとしてノード 0 に戻すには、冗長グルー

プの優先度をノード 0 がプライマリとなるように設定し、優先使用オプションを有効化してお

く必要があります。 この方法は、冗長グループ 0 を除くすべての冗長グループに有効です。

冗長グループ 0 は、手動でフェールオーバーさせる必要があります。 冗長グループの優先度

を設定し、優先使用オプションを有効化するには、1340ページの「「例: シャーシ クラスタの冗

長グループの構成」」を参照してください。 冗長グループを手動でフェールオーバーさせるに

は、1355ページの「「シャーシ クラスタの冗長グループの手動フェールオーバーの開始」」を参

照してください。
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注: ノード 0 をアップグレードし、シャーシ クラスタ内で使用可能にするには、

ノード 0 を手動で再起動します。 ノード 0 は自動では再起動しません。

シャーシ クラスタの ISSU の障害のトラブルシューティング

以下のような特定の状況においては、ISSU の試行が失敗することがあります。

• リリース 9.6 以前の Junos OS 画像を実行しているデバイスのペアをアップグレードしよう

とすると、ISSU は失敗し、クラスタ内のいずれのデバイスにも変更は加えられません。 9.6

以前の Junos OS リリースを実行しているデバイスは、個々のデバイスのアップグレード手

順を使用して、別個にアップグレードする必要があります。

• セカンダリ デバイスが、ISSU の開始時に指定された新しい画像を使用して起動する前に、

電源切断の状況が発生した場合は、電源が復旧しても、この新しくアップグレードされたデ

バイスはまだ ISSU の終了を待っています。 セカンダリ デバイスの ISSU を終了させるに

は、request chassis cluster in-service-upgrade abort の後に reboot を実行して、そのデ

バイスの ISSU を中断する必要があります。

ISSU の実行中に、予期せぬ状況の発生により中断が必要となった場合は、アップグレードがい

つどうして停止したかに関する詳細情報と、次にとるべき手順についての推奨事項を示すシス

テム メッセージが表示されます。 たとえば、ノードが起動時に RG-0 Secondary になれなかっ

た場合は、以下のメッセージが発行されます。

Rebooting Secondary Node

Shutdown NOW!

[pid 2120]

ISSU: Backup RE Prepare Done

Waiting for node1 to reboot.

node1 booted up.

Waiting for node1 to become secondary

error: wait for node1 to become secondary failed (error-code: 5.1)

ISSU aborted. But, both nodes are in ISSU window.

Please do the following:

1. Upgrade this node manually (without reboot option)

2. Make sure both nodes (will) have the same image

3. Ensure that other node is primary for all RGs

4. Abort ISSU on both nodes

5. Reboot current node

{primary:node0}

シャーシ クラスタの ISSU における一致しないコントロール リンク統計の解読

デュアル コントロール リンク（SRX5000 および SRX3000 ラインでのみサポート）を使用して

いる場合に、異なるリリースを実行している各デバイスのノードで ISSU を実行すると、show

chassis cluster statistics コマンドと show chassis cluster control-plane statistics コマ

ンドで一致しないコントロール リンク統計が報告されることがあります （ISSU は Junos OS

リリース 9.6 以降で、デュアル コントロール リンクは Junos OS リリース 10.0 以降で使用

可能です）。たとえば、デバイスの 1 つのノードで Junos OS リリース 9.6 が、もう 1 つの

ノードでは Junos OS リリース 10.0 が実行されているとします。 この例の場合、後者のデバ

イスは両方のコントロール リンクでハートビートを送信しているものの、他方のデバイスは一

方のコントロール リンクでしかハートビートを受信していないため、不一致が起こる可能性が

あります。
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関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1447ページの「シャーシ クラスタの各デバイスを個別にアップグレードする」

• 1451ページの「ICU を使用したシャーシ クラスタのデバイスのアップグレード」

• 1454ページの「シャーシ クラスタの無効化」

ICU を使用したシャーシ クラスタのデバイスのアップグレード

• ICU を使用したシャーシ クラスタの両デバイスのアップグレード 1451ページ

• シャーシ クラスタのプライマリ ノードでローカルに使用可能なビルドを使用して ICU を

アップグレードする 1452ページ

• FTP サーバーで使用可能なビルドを使用した ICU のアップグレード 1452ページ

• ICU 実行中のシャーシ クラスタにおけるアップグレードの中止 1453ページ

ICU を使用したシャーシ クラスタの両デバイスのアップグレード

シャーシ クラスタのデバイスは、帯域内クラスタ アップグレード（ICU）の同期なしオプショ

ンを使用すれば、サービスの中断を最小限（約 30 秒）に抑えてアップグレードできます。

シャーシ クラスタの ICU 機能では、クラスタの両デバイスを、サポートされている Junos OS

バージョンからアップグレードできます。

トラフィックへの負荷は以下のとおりです。

• トラフィックのドロップ（およそ 30 秒間）

• セキュリティ フロー セッションの損失

注: ICU は SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、および SRX650 のサービス ゲート

ウェイでのみサポートされています。

始める前に、以下の点を念頭に置いてください。

• ICU では同期なしオプションしか使用できません。

• この機能は、Junos OS リリース 11.2 R2 以降でのみ使用可能となっています。

• ICU を開始する前に、十分な空きディスク スペースがあることを確認してください。 1452ペー

ジの「「シャーシ クラスタのプライマリ ノードでローカルに使用可能なビルドを使用して

ICU をアップグレードする」」および1452ページの「「FTP サーバーで使用可能なビルドを使

用して ICU をアップグレードする」」を参照してください。

• この機能を使用して、Junos OS 11.2 R2 以前のビルドにダウングレードすることはできませ

ん。

アップグレードは、デバイスのプライマリ ノードまたは FTP サーバーでローカルに使用可能

な Junos OS ビルドで開始されます。
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注:

• ICU アップグレードの後、プライマリ ノード RG0 はセカンダリ ノードに変わり

ます。

• ICU の実行中は、シャーシ クラスタの冗長グループがプライマリ ノードにフェー

ルオーバーし、クラスタがアクティブ/パッシブ モードになります。

• ICU 状態は syslog またはコンソール/ターミナル ログで確認できます。

• ICU を実行するには、両方のノードでデュアルルートのパーティション スキーム

が実行されている必要があります。 いずれかのノードでデュアルルートのパー

ティション スキームが検出されない場合、ICU は続行されません。

シャーシ クラスタのプライマリ ノードでローカルに使用可能なビルドを使用して ICU

をアップグレードする

注: クラスタのセカンダリ ノードの /var/tmp ロケーションに、Junos OS パッケー

ジ用の十分な空きディスク スペースがあることを確認してください。

クラスタのプライマリ ノードでローカルに使用可能なビルドを使用して ICU をアップグレー

ドするには、以下の手順に従います。

1. プライマリ ノードの任意のロケーションに Junos OS パッケージのビルドをコピーするか、

Junos OS のビルドが格納されたネットワーク ファイル サーバーのフォルダをマウントし

ます。

2. 以下のコマンドを入力して、ICU を開始します。

user@host> request system software in-service-upgrade image_name no-sync

FTP サーバーで使用可能なビルドを使用した ICU のアップグレード

注: クラスタのプライマリ ノードとセカンダリ ノード両方の /var/tmp ロケーショ

ンに、Junos OS パッケージ用の十分な空きディスク スペースがあることを確認し

てください。

FTP サーバーで使用可能なビルドを使用して ICU をアップグレードするには、以下の手順に従

います。

1. FTP サーバーに Junos OS ビルドを配置します。

2. 以下のコマンドを入力して、ICU を開始します。

user@root> request system software in-service-upgrade <ftp url for junos image> no-sync

user@root> request system software in-service-upgrade ftp://<user>:<password>@<server>:/<path>

no-sync

このコマンドは、Junos OS をアップグレードして、両方のノードを順に再起動します。
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注: アップグレード プロセスでは、システムを再起動するようにという以下の警告

メッセージが表示されます。

WARNING: A reboot is required to load this software correctly. Use the request

system reboot command when software installation is complete.（警告: このソ

フトウェアを正しくロードするには、再起動する必要があります。ソフトウェアの

インストールが完了したら、request system reboot コマンドを使用してください。）

ICU プロセスでは両ノードが自動的に再起動されるため、この警告メッセージは無

視できます。

ICU 実行中のシャーシ クラスタにおけるアップグレードの中止

ICU は、プライマリ ノードで以下のコマンドを発行すれば、いつでも中止できます。

request system software abort in-service-upgrade

注: セカンダリ ノードの再起動中または再起動後に abort コマンドを発行すると、

クラスタが一貫性のない状態になります。 セカンダリ ノードでは起動時に新しい

Junos OS ビルドが実行されますが、プライマリ ノードでは古い Junos OS ビルド

が実行され続けます。

シャーシ クラスタの一貫性のない状態から復旧するには、セカンダリ ノードで以下のアクショ

ンを連続して実行します。

1. abort コマンドを発行します。

request system software abort in-service-upgrade

2. 以下のコマンドを入力して、Junos OS のビルドをロールバックします。

request system software rollback node < node-id >

3. 以下のコマンドを使用して、セカンダリ ノードをただちに再起動します。

request system reboot

注: 復旧プロセスを完了し、クラスタが不安定になるのを防止するには、上記の手

順を順序どおりに実行する必要があります。

1453ページの表142 は、request system software in-service-upgrade コマンドの各オプションと

その説明を示したものです。

表142: request system software in-service-upgrade の出力フィールド

説明オプション

古いセカンダリ ノードが新しい Junos OS の画像を使用して起動したときの、フロー状態の同期を

無効化します。

no-sync
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表142: request system software in-service-upgrade の出力フィールド （続き）

説明オプション

受信パケットの TCP SYN チェックを無効化するウィンドウを作成します。 ウィンドウのデフォル

ト値は 7200 秒（2 時間）です。

no-tcp-syn-check

インストール時の構成の検証を無効化します。 システムの動作は software add と同様になりま

す。

no-validate

インストール後、パッケージをローカル メディアから削除します。unlink

注:

• ICU の実行中に abort コマンドを実行した場合、ICU は現在の処理が終了してか

ら中断されます。 これは各デバイスとの不整合を防止するために必要な動作で

す。

たとえば、ノードのフォーマットとアップグレードが進行中の場合、ICU はこの

処理が終了してから中断されます。

• 中断後は、ノードのアップグレード手順が完了していた場合、ICU の機能により、

ノードのビルドのロールバックが試行されます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1443ページの「シャーシ クラスタの構成の確認」

シャーシ クラスタの無効化

シャーシ クラスタを無効化するには、以下のコマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> set chassis cluster disable reboot

Successfully disabled chassis cluster. Going to reboot now.

システムの再起動後、シャーシ クラスタは無効化されます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1447ページの「シャーシ クラスタの各デバイスを個別にアップグレードする」

• 1448ページの「低負荷 ISSU を使用したシャーシ クラスタの両デバイスのアップグレード」

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

シャーシ クラスタでのマルチキャスト ルーティングについて

シャーシ クラスタのノード間ではマルチキャスト ルーティングがサポートされているため、

プロトコル独立マルチキャスト（PIM）バージョン 1 および 2、インターネットグループ管理
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プロトコル（IGMP）、セッション アナウンスメント プロトコル（SAP）、Distance Vector

Multicast Routing Protocol（DVMRP）などのマルチキャスト プロトコルにより、クラスタ内

の各インターフェースを介してトラフィックを送信できます。 ただし、シャーシ管理インター

フェース（fxp0）またはファブリック インターフェース（fab0 および fab1）では、マルチキャ

スト プロトコルを有効化しないでください。 マルチキャスト セッションはクラスタ全体にわ

たって同期され、冗長グループのフェールオーバーの間も維持されます。 フェールオーバーの

間は、他の種類のトラフィックと同様、一部のマルチキャスト パケットも失われる可能性があ

ります。

シャーシ クラスタでのマルチキャストデータ転送では、入力インターフェースを使用して、

セッションがアクティブのままになっているかどうかが判断されます。 リーフのセッションの

出力インターフェースが、入力インターフェースのノードではなくピア ノードにある場合、パ

ケットはピア ノードに転送されます。 シャーシ クラスタでのマルチキャスト ルーティング

では、入力と出力両方のインターフェースのトンネルがサポートされています。

マルチキャスト トラフィックには、フローに上流（ソースに向かう）と下流（加入者に向か

う）があります。 各デバイスは 1 つのマルチキャスト パケットを、加入者が含まれる複数の

ネットワークに複製（ファンアウト）します。 シャーシ クラスタ環境では、いずれかのノー

ドでマルチキャスト パケットのファンアウトをアクティブにできます。

入力インターフェースが現在のノードでアクティブ、ピア ノードでバックアップになっている

場合、セッションは現在のノードでアクティブ、ピア ノードでバックアップになります。

シャーシ クラスタにおけるマルチキャスト構成は、スタンドアロン デバイスにおけるマルチ

キャスト構成と同じです（『Junos OS Routing Protocols and Policies Configuration Guide for

Security Devices』の「Configuring a Multicast Network」の章を参照してください）。

PIM データ転送について

プロトコル独立マルチキャスト（PIM）は、デバイス間で互いに転送し合うマルチキャスト パ

ケットを追跡するために使用されます。

PIM セッションでは、 マルチキャスト データが PIM ユニキャスト パケットにカプセル化さ

れます。 PIM セッションでは以下のセッションが作成されます。

• 制御セッション

• データ セッション

データ セッションでは、制御セッション ID が保存されます。 制御セッションとデータ セッ

ションは、それぞれ独立して終了します。 PIM セッションがアクティブかどうかの判断は、入

力インターフェースを参照して行われます。 出力インターフェースがピア ノードでアクティ

ブになっている場合、パケットは伝送のためピア ノードに転送されます。

マルチキャスト セッションと PIM セッションの同期について

マルチキャスト セッションと PIM セッションを同期すると、フェールオーバーが発生した場

合に各セッションを再設定する必要がなくなるため、フェールオーバーによるパケット損失の

防止に役立ちます。

PIM セッションでは、制御セッションがバックアップ ノードに同期されてから、データ セッ

ションが同期されます。
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マルチキャスト セッションでは、テンプレート セッションがピア ノードに同期されてから、

すべてのリーフ セッションが同期され、最後にもう一度テンプレート セッションが同期され

ます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1333ページの「シャーシ クラスタの概要」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

非対称シャーシ クラスタの実装

• 非対称ルーティングのシャーシ クラスタの実装について 1456ページ

• 例: 非対称シャーシ クラスタのペアの構成 1458ページ

非対称ルーティングのシャーシ クラスタの実装について

このケースでは、シャーシ クラスタで非対称ルーティングの機能が利用されます（1457ページの

図122 を参照）。 ノードで受信されたトラフィックは、そのノードのセッション テーブルと

照合されます。 このルックアップの結果により、パケットがそのノードで処理されるか、また

はファブリック リンクを介して他方のノードに転送されるかが決まります。 各セッションは、

そのセッションを作成した最初のパケットのエグレス ノードに固定されます。 セッションが

固定されていないノードでトラフィックが受信された場合、そのパケットはセッションが固定

されているノードにファブリック リンクを介して転送されます。

注: セッションが固定されるノードは、セッション中にルーティングの変更がある

場合、変更することができます。
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図 122: 非対称ルーティングのシャーシ クラスタのシナリオ（J シリーズ デ
バイス）
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このシナリオでは、2 つのインターネット接続が使用され、そのうち 1 つが優先されていま

す。 trust ゾーンへの接続は冗長イーサネット インターフェースを使用して行われるため、

trust ゾーンのデバイスには LAN の冗長性が提供されます。 このシナリオでは、セッション

が trust ゾーンから発生しインターネット（untrust ゾーン）を宛先とする、2 つのフェール

オーバーのケースについて説明します。

• trust ゾーンの冗長イーサネット インターフェースの障害について 1457ページ

• untrust ゾーンのインターフェースの障害について 1458ページ

trust ゾーンの冗長イーサネット インターフェースの障害について

通常の動作条件では、トラフィックは trust ゾーンのインターフェース fe-1/0/0（reth0.0 に

属する）からインターネットへと流れます。 主要なインターネット接続はノード 0 にあるた

め、セッションは両方ともノード 0 で作成されノード 1 に同期されます。 ただし、セッショ

ンはノード 0 でしかアクティブになりません。

インターフェース fe-1/0/0 で障害が発生すると、冗長グループのフェールオーバーがトリガー

され、それによってノード 1 のインターフェース fe-5/0/0 がアクティブになります。 フェー

ルオーバーの後、トラフィックはノード 1 に到着します。 セッション ルックアップの後、ト

ラフィックはセッションがノード 0 でアクティブになっているためノード 0 に送られます。

ノード 0 ではこのトラフィックが処理され、インターネットに転送されます。 返信トラフィッ

クも、同様のプロセスをたどります。 トラフィックはノード 0 に到着し、セキュリティ上の

理由（アンチスパム スキャン、ウィルス対策スキャン、セキュリティ ポリシーの適用など）

から、ノード 0 で処理されます。これはセッションがノード 0 に固定されているからです。
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次に、パケットはファブリック インターフェースを介してノード 1 に送られ、エグレス処理

が行われた上で、後でノード 1 からインターフェース fe-5/0/0 を通して伝送されます。

untrust ゾーンのインターフェースの障害について

このケースでは、セッションがノード間で移行されます。 通常の動作条件では、トラフィック

はノード 0 のみで処理されます。 ノード 0 のインターフェース ge-0/0/0 で障害が発生する

と、ルーティング テーブルに変更が生じ、ノード 1 のインターフェース ge-7/0/0 が指定され

ます。 障害の後、ノード 0 のセッションは非アクティブになり、ノード 1 のパッシブなセッ

ションがアクティブになります。 trust ゾーンから到着するトラフィックは、引き続きイン

ターフェース fe-1/0/0 で受信されますが、処理のためノード 1 に転送されます。 トラフィッ

クはノード 1 で処理された後、インターフェース ge-7/0/0 を通してインターネットに転送さ

れます。

このシャーシ クラスタ構成では、冗長グループ 1 を使用して、trust ゾーンに接続している

冗長イーサネット インターフェースが制御されます。 このシナリオの構成では、冗長グルー

プ 1 はインターフェース fe-1/0/0 または fe-5/0/0 に障害が発生した場合のみフェールオー

バーしますが、インターネットに接続しているインターフェースに障害が発生してもフェール

オーバーしません。 オプションで、構成を変更して、冗長グループ 1 にインターフェースに

接続しているすべてのインターフェースを監視させ、インターネット リンクに障害が発生した

らフェールオーバーさせることもできます。 そのためたとえば、構成により冗長グループ 1

で ge-0/0/0 を監視させ、ge-0/0/0 インターネット リンクに障害が発生した場合は reth0 の

ために fe-5/0/0 をアクティブにすることができます （以下の構成例では、このオプションに

ついては説明していません）。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1458ページの「例: 非対称シャーシ クラスタのペアの構成」

• 「例: 非対称シャーシ クラスタのペアの構成（J-Web）」

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

例: 非対称シャーシ クラスタのペアの構成

この例では、J シリーズ デバイスのシャーシ クラスタのペアを構成して非対称ルーティング

を可能にする方法を示します。 シャーシ クラスタの非対称ルーティングを構成すると、いず

れかのデバイスで受信されたトラフィックをシームレスに処理できます。

• 要件 1459ページ

• 概要 1459ページ

• 構成 1462ページ

• 確認 1466ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

1. J シリーズ デバイスのペアを、同一モデルであることを確認してから物理的に接続します。

この例では、J2320 サービス ルーター デバイスのペアを使用します。

a. ファブリック リンクを作成するには、一方のデバイスのギガビット イーサネット イン

ターフェースを、他方のデバイスのもう 1 つのギガビット イーサネット インターフェー

スに接続します。 1434ページの「「J シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラス

タを作成する」」を参照してください。

b. コントロール リンクを作成するには、2 つのデバイスの ge-0/0/3 ギガビット イーサ

ネット インターフェースを接続します。 1434ページの「「J シリーズ ハードウェアを接

続してシャーシ クラスタを作成する」」を参照してください。

2. コンソール ポートを使用して、一方のデバイスに接続します （これがクラスタを形成する

ノードです）。

a. クラスタ ID およびノード番号を設定します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

3. コンソール ポートを使用して、他方のデバイスに接続します。

a. クラスタ ID およびノード番号を設定します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

概要

この例では、シャーシ クラスタで非対称ルーティングが可能になります。 1460ページの図123

に示すように、2 つのインターネット接続が使用され、そのうち 1 つが優先されています。

trust ゾーンへの接続は冗長イーサネット インターフェースによって行われるため、trust

ゾーンのデバイスには LAN の冗長性が提供されます。
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図 123: 非対称ルーティングのシャーシ クラスタのトポロジ

この例では、グループを構成し（apply-groups コマンドで構成を適用して）、シャーシ クラ

スタの情報を設定します。 次に、セキュリティ ゾーンおよびセキュリティ ポリシーを構成し

ます。 1460ページの表143 ～ 1461ページの表146 を参照してください。

表143: グループとシャーシ クラスタの構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• ホスト名: jseries-1

• インターフェース: fxp0

• ユニット 0

• 192.168.100.50/24

node0グループ

• ホスト名: jseries-2

• インターフェース: fxp0

• ユニット 0

• 192.168.100.51/24

node1

表144: シャーシ クラスタの構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

インターフェース: ge-0/0/1fab0ファブリック リンク

インターフェース: ge-7/0/1fab1

1000–ハートビート間隔
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表144: シャーシ クラスタの構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

3–ハートビートしきい値

• 優先度:

• ノード 0: 100

• ノード 1: 1

1冗長グループ

インターフェース監視

• fe-1/0/0

• fe-5/0/0

1–冗長イーサネット インターフェースの数

• ユニット 0

• 1.4.0.202/24

ge-0/0/0インターフェース

• ユニット 0

• 1.2.1.233/24

ge-7/0/0

•

冗長親: reth0

fe-1/0/0

•

冗長親: reth0

fe-5/0/0

• ユニット 0

• 10.16.8.1/24

reth0

表145: セキュリティ ゾーン構成パラメータ

構成パラメータ名前

reth0.0 インターフェースは、このゾーンにバインドされています。trust

ge-0/0/0.0 および ge-4/0/0.0 インターフェースは、このゾーンにバインドされています。untrust

表146: セキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

• 一致基準:

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション: permit

ANYこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust

ゾーンへのトラフィックを許可します。
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構成

CLI 簡単構成 非対称シャーシ クラスタのペアを簡単に構成するには、以下のコマンドをコピーして CLI に

貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

set groups node0 system host-name jseries-1

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.168.100.50/24

set groups node1 system host-name jseries-2

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.168.100.51/24

set apply-groups “${node}”

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/1

set chassis cluster reth-count 1

set chassis cluster heartbeat-interval 1000

set chassis cluster heartbeat-threshold 3

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-1/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-5/0/0 weight 255

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.4.0.202/24

set interfaces fe-1/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces ge-7/0/0 unit 0 family inet address 1.2.1.233/24

set interfaces fe-5/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 qualified-next-hop 1.4.0.1 metric 10

set routing-options static route 0.0.0.0/0 qualified-next-hop 1.2.1.1 metric 100

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone untrust interfaces ge-7/0/0.0

set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY then permit

ステップごとの手順 非対称シャーシ クラスタのペアを構成するには、以下の手順に従います。

1. 管理インターフェースを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name jseries-1

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

192.168.100.50/24

user@host# set groups node1 system host-name jseries-2

user@host#set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

192.168.100.51/24

user@host# set apply-groups “${node}”

2. ファブリック インターフェースを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/1

3. 冗長イーサネット インターフェースの数を設定します。
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{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster reth-count 1

4. 冗長グループを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster heartbeat-interval 1000

user@host# set chassis cluster heartbeat-threshold 3

user@host# set chassis cluster node 0

user@host# set chassis cluster node 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-1/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-5/0/0 weight

255

5. 冗長イーサネット インターフェースを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.4.0.202/24

user@host# set interfaces fe-1/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces ge-7/0/0 unit 0 family inet address 1.2.1.233/24

user@host# set interfaces fe-5/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

6. 静的ルートを構成します（各 ISP に対して 1 つずつとし、ge-0/0/0 を通るルートを優

先する）。

{primary:node0}[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 qualified-next-hop 1.4.0.1

metric 10

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 qualified-next-hop 1.2.1.1

metric 100

7. セキュリティ ゾーンを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-7/0/0.0

user@host# set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

8. セキュリティ ポリシーを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY then

permit

結果 動作モードで、show configuration コマンドを入力して構成内容を確認します。 意図した構成

が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。
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簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

user@host> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name jseries-1;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.100.50/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name jseries-2;

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.100.51/24;

}

}

}

}

}

}

apply-groups "${node}";

chassis {

cluster {

reth-count 1;

heartbeat-interval 1000;

heartbeat-threshold 3;

redundancy-group 1 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

interface-monitor {

fe–1/0/0 weight 255;

fe–5/0/0 weight 255;

}

}

}

}

interfaces {

fe–1/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}
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}

fe–5/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

ge–0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 1.4.0.202/24;

}

}

}

ge–7/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 1.2.1.233/24;

}

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–0/0/1;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–7/0/1;

}

}

}

reth0 {

fastether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.16.8.1/24;

}

}

}

}

...

routing-options {

static {

route 0.0.0.0/0 {

next-hop 1.4.0.1;

metric 10;

}

}

}

routing-options {

static {
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route 0.0.0.0/0 {

next-hop 1.2.1.1;

metric 100;

}

}

}

security {

zones {

security–zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/0.0;

ge-7/0/0.0;

}

}

security–zone trust {

interfaces {

reth0.0;

}

}

}

policies {

from-zone trust to-zone untrust {

policy ANY {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのステータス確認 1467ページ

• シャーシ クラスタのインターフェースの確認 1467ページ

• シャーシ クラスタの統計の確認 1467ページ

• シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認 1468ページ

• シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認 1468ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認 1469ページ

• ログを使用したトラブルシューティング 1469ページ
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シャーシ クラスタのステータス確認

目的 シャーシ クラスタのステータス、フェールオーバーのステータス、および冗長グループの情報

を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

シャーシ クラスタのインターフェースの確認

目的 シャーシ クラスタのインターフェースに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

fe-1/0/0 255 Up 1

fe-5/0/0 255 Up 1

シャーシ クラスタの統計の確認

目的 同期されるさまざまなオブジェクトの統計、ファブリック インターフェースと制御インター

フェースの hello、およびクラスタ内の監視されているインターフェースのステータスに関す

る情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 228

Heartbeat packets received: 2370

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 2272

Probes received: 597

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received
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Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 160 0

Session close 147 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認

目的 シャーシ クラスタの制御プレーンの統計（送受信されたハートビート）、およびファブリック

リンクの統計（送受信されたプローブ）に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認

目的 サービスのために送受信された RTO の数に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 160 0

Session close 147 0

Session change 0 0
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Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認

目的 クラスタの両ノードの状態および優先度に関する情報と、プライマリ ノードが優先使用された

かまたは手動のフェールオーバーが行われたかに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-Group: 1, Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して、シャーシ クラスタの問題を特定します。 こうしたログは、両方のノードで

実行する必要があります。

アクション 動作モードで、 以下の show コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1456ページの「非対称ルーティングのシャーシ クラスタの実装について」

• 「例: 非対称シャーシ クラスタのペアの構成（J-Web）」

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」
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アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装（J シリーズ デバイス）

• アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装について 1470ページ

• 例: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成（CLI） 1471ページ

• 例: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成（J-Web） 1482ページ

アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装について

このケースでは、クラスタ内の 1 つのデバイスを使用してすべてのトラフィックをルーティン

グし、他方のデバイスは障害の発生時にのみ使用します（1470ページの図124 を参照）。 障害が

発生すると、バックアップ デバイスがマスターとなり、すべての転送を制御します。

図 124: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのシナリオ（J シリーズ デ
バイス）

reth 0.0

reth 1.0

Trust

Untrust

reth
1

EX EX

EX EX

JJ

g0
30

68
2

アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタは、冗長イーサネット インターフェース（reth）を

使用して実現できます。冗長イーサネット インターフェースはすべて同じ冗長グループに割り

当てられます。 ノードのアクティブなグループにあるいずれかのインターフェースで障害が発

生すると、そのグループは非アクティブと宣言され、グループ内のすべてのインターフェース

が他方のノードにフェールオーバーします。

この構成により、どの時点においてもクラスタ内の 1 つのノードだけがトラフィックを転送す

ることになるため、ファブリック リンクを介したトラフィックが最小限に抑えられます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1471ページの「例: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成（CLI）」

• 1482ページの「例: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成（J-Web）」
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• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

例: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成（CLI）

この例では、J シリーズ デバイスでアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタリングを構成す

る方法を示します。

• 要件 1471ページ

• 概要 1471ページ

• 構成 1474ページ

• 確認 1479ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. J シリーズ デバイスのペアを、同一モデルであることを確認してから物理的に接続します。

この例では、J2320 サービス ルーター デバイスのペアを使用します。

a. ファブリック リンクを作成するには、一方のデバイスのギガビット イーサネット イン

ターフェースを、他方のデバイスのもう 1 つのギガビット イーサネット インターフェー

スに接続します。 1434ページの「「J シリーズ ハードウェアを接続してシャーシ クラス

タを作成する」」を参照してください。

b. コントロール リンクを作成するには、2 つのデバイスの ge-0/0/3 ギガビット イーサ

ネット インターフェースを接続します。 1434ページの「「J シリーズ ハードウェアを接

続してシャーシ クラスタを作成する」」を参照してください。

2. コンソール ポートを使用して、一方のデバイスに接続します （これがクラスタを形成する

ノードです）。

a. クラスタ ID およびノード番号を設定します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

3. コンソール ポートを使用して、他方のデバイスに接続します。

a. クラスタ ID およびノード番号を設定します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

概要

この例では、クラスタ内の 1 つのデバイスを使用してすべてのトラフィックをルーティング

し、他方のデバイスは障害の発生時にのみ使用します （1472ページの図125 を参照）。障害が発

生すると、バックアップ デバイスがマスターとなり、すべての転送を制御します。
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図 125: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのトポロジ（J シリーズ デバ
イス）

アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタは、冗長イーサネット インターフェース（reth）を

構成することで作成できます。冗長イーサネット インターフェースはすべて同じ冗長グループ

に割り当てられます。 この構成により、どの時点においてもクラスタ内の 1 つのノードだけ

がトラフィックを転送することになるため、ファブリック リンクを介したトラフィックが最小

限に抑えられます。

この例では、グループを構成し（apply-groups コマンドで構成を適用して）、シャーシ クラス

タの情報を設定します。 次に、セキュリティ ゾーンおよびセキュリティ ポリシーを構成しま

す。 1473ページの表147 ～ 1474ページの表150 を参照してください。
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表147: グループとシャーシ クラスタの構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• ホスト名: J2320-A

• インターフェース: fxp0

• ユニット 0

• 192.168.3.110/24

node0グループ

• ホスト名: J2320-B

• インターフェース: fxp0

• ユニット 0

• 192.168.3.111/24

node1

表148: シャーシ クラスタの構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

インターフェース: ge-0/0/1fab0ファブリック リンク

インターフェース: ge-4/0/1fab1

1000–ハートビート間隔

3–ハートビートしきい値

• 優先度:

• ノード 0: 254

• ノード 1: 1

0冗長グループ

• 優先度:

• ノード 0: 254

• ノード 1: 1

1

インターフェース監視

• fe-1/0/0

• fe-5/0/0

• ge-0/0/0

• ge-4/0/0

2–冗長イーサネット インターフェースの

数

冗長親: reth1ge-0/0/0インターフェース

冗長親: reth1ge-4/0/0

冗長親: reth0fe-1/0/0

冗長親: reth0fe-5/0/0
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表148: シャーシ クラスタの構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

冗長グループ: 1reth0

• ユニット 0

• 10.16.8.1/24

冗長グループ: 1reth1

• ユニット 0

• 11.2.0.233/24

表149: セキュリティ ゾーン構成パラメータ

構成パラメータ名前

reth1.0 インターフェースは、このゾーンにバインドされています。trust

reth0.0 インターフェースは、このゾーンにバインドされています。untrust

表150: セキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

• 一致基準:

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション: permit

ANYこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust

ゾーンへのトラフィックを許可します。

構成

CLI 簡単構成 J2320 サービス ルーターでシャーシ クラスタを簡単に構成するには、以下のコマンドをコピー

して CLI に貼り付けます。

[edit]

set groups node0 system host-name J2320-A

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.168.3.110/24

set groups node1 system host-name J2320-B

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.168.3.111/24

set apply-groups “${node}”

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-4/0/1

set chassis cluster heartbeat-interval 1000

set chassis cluster heartbeat-threshold 3

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-1/0/0 weight 255
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set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-5/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-0/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-4/0/0 weight 255

set chassis cluster reth-count 2

set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-4/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces fe-1/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces fe-5/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 1.2.0.233/24

set security zones security-zone untrust interfaces reth1.0

set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY then permit

ステップごとの手順 J2320 サービス ルーターのデバイスでアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアを構成

するには、以下の手順に従います。

1. 管理インターフェースを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name J2320-A

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

192.168.3.110/24

user@host# set groups node1 system host-name J2320-B

user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

192.168.3.111/24

user@host# set apply-groups “${node}”

2. ファブリック インターフェースを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-4/0/1

3. ハートビート設定を構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster heartbeat-interval 1000

user@host# set chassis cluster heartbeat-threshold 3

4. 冗長グループを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-1/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-5/0/0 weight

255

1475Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第48章: シャーシ クラスタ



user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-0/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-4/0/0 weight

255

5. 冗長イーサネット インターフェースを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster reth-count 2

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-4/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces fe-1/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces fe-5/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 1.2.0.233/24

6. セキュリティ ゾーンを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces reth1.0

user@host# set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

7. セキュリティ ポリシーを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY then

permit

結果 構成モードで、show configuration コマンドを入力して構成内容を確認します。 意図した構成

が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

user@host> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name J2320-A;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.3.110/24;

}

}

}
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}

}

node1 {

system {

host-name J2320-B;

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.3.111/24;

}

}

}

}

}

}

apply-groups "${node}";

chassis {

cluster {

reth-count 2;

heartbeat-interval 1000;

heartbeat-threshold 3;

redundancy-group 0 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

interface-monitor {

fe–1/0/0 weight 255;

fe–5/0/0 weight 255;

ge–0/0/0 weight 255;

ge–4/0/0 weight 255;

}

}

}

}

interfaces {

fe–1/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

fe–5/0/0{

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

ge–0/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

ge–4/0/0 {

fastether–options {
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redundant–parent reth1;

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–0/0/1;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–4/0/1;

}

}

}

reth0 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.16.8.1/24;

}

}

}

reth1 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 1.2.0.233/24;

}

}

}

}

...

security {

zones {

security–zone untrust {

interfaces {

reth1.0;

}

}

security–zone trust {

interfaces {

reth0.0;

}

}

}

policies {

from-zone trust to-zone untrust {

policy ANY {

match {
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source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのステータス確認 1479ページ

• シャーシ クラスタのインターフェースの確認 1479ページ

• シャーシ クラスタの統計の確認 1480ページ

• シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認 1481ページ

• シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認 1481ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認 1481ページ

• ログを使用したトラブルシューティング 1482ページ

シャーシ クラスタのステータス確認

目的 シャーシ クラスタのステータス、フェールオーバーのステータス、および冗長グループの情報

を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

シャーシ クラスタのインターフェースの確認

目的 シャーシ クラスタのインターフェースに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces
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Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

reth1 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

fe-1/0/0 255 Up 1

fe-5/0/0 255 Up 1

ge-0/0/0 255 Up 1

ge-4/0/0 255 Up 1

シャーシ クラスタの統計の確認

目的 同期されるさまざまなオブジェクトの統計、ファブリック インターフェースと制御インター

フェースの hello、およびクラスタ内の監視されているインターフェースのステータスに関す

る情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 2276

Heartbeat packets received: 2280

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 2272

Probes received: 597

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0
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シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認

目的 シャーシ クラスタの制御プレーンの統計（送受信されたハートビート）、およびファブリック

リンクの統計（送受信されたプローブ）に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認

目的 サービスのために送受信された RTO の数に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認

目的 クラスタの両ノードの状態および優先度に関する情報と、プライマリ ノードが優先使用された

かまたは手動のフェールオーバーが行われたかに関する情報を確認します。
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アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-Group: 1, Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して、シャーシ クラスタの問題を特定します。 こうしたログは、両方のノードで

実行する必要があります。

アクション 動作モードで、 以下の show コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1470ページの「アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装について」

• 1482ページの「例: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成（J-Web）」

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

例: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成（J-Web）

1. クラスタリングを有効化します。 1471ページの「「例: アクティブ/パッシブ シャーシ クラ

スタのペアの構成（CLI）」」の手順 1 を参照してください。

2. 管理インターフェースを構成します。 1471ページの「「例: アクティブ/パッシブ シャーシ

クラスタのペアの構成（CLI）」」の手順 2 を参照してください。

3. ファブリック インターフェースを構成します。 1471ページの「「例: アクティブ/パッシブ

シャーシ クラスタのペアの構成（CLI）」」の手順 3 を参照してください。

4. 冗長グループを構成します。

• [Configure]（構成）> [System Properties]（システム プロパティ）> [Chassis Cluster]

（シャーシ クラスタ）を選択します。

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

冗長イーサネット インターフェースの数: 2

ハートビート間隔: 1000

ハートビートしきい値: 3
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ノード: 0

グループ番号: 0

優先度: 100

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

ノード: 0

グループ番号: 1

優先度: 1

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

ノード: 1

グループ番号: 0

優先度: 100

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

ノード: 1

グループ番号: 1

優先度: 1

インターフェース監視—インターフェース: fe-1/0/0

インターフェース監視—ウェイト: 255

インターフェース監視—インターフェース: fe-5/0/0

インターフェース監視—ウェイト: 255

インターフェース監視—インターフェース: ge-0/0/0

インターフェース監視—ウェイト: 255

インターフェース監視—インターフェース: ge-4/0/0

インターフェース監視—ウェイト: 255

5. 冗長イーサネット インターフェースを構成します。

• [Configure]（構成）> [System Properties]（システム プロパティ）> [Chassis Cluster]

（シャーシ クラスタ）を選択します。

• ge-0/0/0 を選択します。

• [Redundant Parent]（冗長親）ボックスに reth1 と入力します。

• [Apply]（適用）をクリックします。

• ge-4/0/0 を選択します。
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• [Redundant Parent]（冗長親）ボックスに reth1 と入力します。

• [Apply]（適用）をクリックします。

• fe-1/0/0 を選択します。

• [Redundant Parent]（冗長親）ボックスに reth0 と入力します。

• [Apply]（適用）をクリックします。

• fe-5/0/0 を選択します。

• [Redundant Parent]（冗長親）ボックスに reth0 と入力します。

• [Apply]（適用）をクリックします。

• 最後の 4 つの構成設定については、1471ページの「「例: アクティブ/パッシブ シャーシ

クラスタのペアの構成（CLI）」」の手順 5 を参照してください。

6. セキュリティ ゾーンを構成します。 1471ページの「「例: アクティブ/パッシブ シャーシ

クラスタのペアの構成（CLI）」」の手順 6 を参照してください。

7. セキュリティ ポリシーを構成します。 1471ページの「「例: アクティブ/パッシブ シャーシ

クラスタのペアの構成（CLI）」」の手順 7 を参照してください。

8. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存したら、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1470ページの「アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装について」

• 1471ページの「例: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成（CLI）」

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装（SRX シリーズ デバイス）

• 例: ブランチ用 SRX シリーズ サービス ゲートウェイをシャーシ クラスタとして構成す

る 1484ページ

• 例: ハイエンド用 SRX シリーズ サービス ゲートウェイをシャーシ クラスタとして構成す

る 1497ページ

例: ブランチ用 SRX シリーズ サービス ゲートウェイをシャーシ クラスタとして構成する

この例では、ブランチ デバイス用の SRX シリーズ上でシャーシ クラスタリングを設定する方

法を示します。

• 要件 1485ページ

• 概要 1486ページ
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• 構成 1487ページ

• 確認 1494ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• 2 つのデバイスを物理的に接続し、それらが同一モデルであることを確認します。 たとえ

ば、SRX210 サービス ゲートウェイの場合は、ノード 0 の fe-0/0/7 をノード 1 の fe-0/0/7

に接続します。

• 2 つのデバイスをクラスタ モードに設定して、各デバイスを再起動します。 両方のデバイ

スで、以下の動作モード コマンドを入力する必要があります。たとえば次のように入力しま

す。

• ノード 0 で:

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

• ノード 1 で:

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

cluster-id は両デバイスで同一になりますが、ノード ID は、一方のデバイスがノード 0

にあり他方のデバイスはノード 1 にあるため、異なっていなければなりません。 cluster-id

の範囲は 0 ～ 15 で、0 に設定することはクラスタ モードを無効化することに相当します。

• デバイスのクラスタリングが発生した後、SRX210 サービス ゲートウェイの例では、ノード

1 の fe-0/0/7 インターフェースが fe-2/0/7 に変わります。 再起動後、以下のインター

フェースが割り当てられて再設定され、クラスタが形成されます。

• fe-0/0/6 は fxp0 になり、シャーシ クラスタの個々の管理に使用されます。

• fe-0/0/7 は fxp1 になり、シャーシ クラスタ内のコントロール リンクとして使用されま

す。

• その他のインターフェースも、セカンダリ デバイス上で名前変更されます。 たとえば、

ge-0/0/0 インターフェースは、セカンダリ デバイスのノード 1 で ge-2/0/0 に名前変更

されます。

SRX シリーズ デバイスのマッピングの詳細は、1409ページの「「アクティブな SRX シリーズ

のシャーシ クラスタのノード インターフェース」」を参照してください。

注: コントロール リンクに使用するポート fe-0/0/7 は、ケーブルで接続する必

要があります。 コントロール リンクの接続にスイッチは使用できません。 デバ

イスを接続するための 3 番目のリンクとして、およびデバイス間のファブリック

リンクとして使用するポートも決定する必要があります。 このポートは、fe-0/0/6

および fe-0/0/7 以外で、使用可能な任意のギガビット イーサネット ポートま

たはファスト イーサネット ポートにできます。

これ以降、クラスタの構成はノードのメンバー間で同期され、2 つの別個のデバイスが 1 つの

デバイスとして機能します。
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概要

この例では、ブランチ デバイス用の SRX シリーズ上でシャーシ クラスタリングを設定する方

法を示します。 ブランチ用には以下のサービス ゲートウェイがサポートされています。

• SRX100

• SRX210

• SRX220

• SRX240

• SRX650

使用するデバイスによって、ノード 1 ではそのインターフェースの番号が、システムの FPC

の合計数をインターフェース本来の FPC 数に加算して再設定されます。 SRX シリーズ デバイ

スでのインターフェース番号の再設定については、1486ページの表151 を参照してください。

表151: SRX シリーズ サービス ゲートウェイのインターフェース番号の再設定

ノード 1 のインター

フェース名

ノード 0 のインター

フェース名再設定番号の定数コントロール リンク名

SRX シリーズ サービス

ゲートウェイ

fe-1/0/0fe-0/0/01fe-0/0/7SRX100

ge-2/0/0ge-0/0/02fe-0/0/7SRX210

ge-3/0/0ge-0/0/03ge-0/0/7SRX220

ge-5/0/0ge-0/0/05ge-0/0/1SRX240

ge-9/0/0ge-0/0/09ge-0/0/1SRX650

クラスタリングを有効化すると、fxp0、fxp1、および fab の各インターフェースが作成されま

す。 デバイスによっては、物理インターフェースにマッピングされる fxp0 および fxp1 の各

インターフェースは、ユーザーが定義するものではありません。 ただし fab インターフェー

スはユーザーが定義します。 SRX シリーズ デバイスでの fxp0 および fxp1 インターフェー

スのマッピングについては、1486ページの表152 を参照してください。

表152: SRX シリーズ サービス ゲートウェイの fxp0 および fxp1 インターフェースのマッピング

fab インターフェースfxp1 インターフェースfxp0 インターフェース

SRX シリーズ サービス ゲー

トウェイ

ユーザー定義fe-0/0/7fe-0/0/6SRX100

ユーザー定義fe-0/0/7ge-0/0/0SRX210

ユーザー定義fe-0/0/7fe-0/0/6SRX220

ユーザー定義ge-0/0/1ge-0/0/0SRX240
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表152: SRX シリーズ サービス ゲートウェイの fxp0 および fxp1 インターフェースのマッピング （続
き）

fab インターフェースfxp1 インターフェースfxp0 インターフェース

SRX シリーズ サービス ゲー

トウェイ

ユーザー定義ge-0/0/1ge-0/0/0SRX650

1487ページの図126 は、この例で使用しているトポロジを示したものです。

図 126: ブランチ用の SRX シリーズのトポロジの例

Untrust

Trust

reth1.0
1.2.0.233/24

reth

1

reth0.0
10.16.8.1/24

ge-0/0/0 ge-4/0/0

fe-1/0/0 fe-5/0/0

EXEX

EX EX

J
J

g0
30

64
7

構成

CLI 簡単構成 SRX210 サービス ゲートウェイでシャーシ クラスタを簡単に構成するには、以下のコマンドを

コピーして CLI に貼り付けます。

{primary:node0} で:
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[edit]

set groups node0 system host-name srx-node0

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.16.35.46/24

set groups node1 system host-name srx-node1

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.16.35.47/24

set groups node0 system backup-router <backup next-hop from fxp0> destination <management

network/mask>

set groups node1 system backup-router <backup next-hop from fxp0> destination <management

network/mask>

set apply-groups "${node}"

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-2/0/1

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-0/0/3 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-0/0/2 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-2/0/3 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-2/0/2 weight 255

set chassis cluster reth-count 2

set interfaces fe-0/0/2 fastether-options redundant-parent reth1

set interfaces fe-2/0/2 fastether-options redundant-parent reth1

set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 1.2.0.233/24

set interfaces fe-0/0/3 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces fe-2/0/3 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

set security zones security-zone Untrust interfaces reth1.0

set security zones security-zone Trust interfaces reth0.0

SRX シリーズを SRX210 デバイス以外のブランチ デバイス用に構成する場合は、1488ページの表

153 で各デバイス用のコマンドおよびインターフェース設定を確認し、そのコマンドを CLI に

貼り付けてください。

表153: ブランチ用 SRX シリーズ サービス ゲートウェイのインターフェース設定

SRX650SRX240SRX220SRX210SRX100コマンド

ge-0/0/2ge-0/0/2ge-0/0/0 to ge-0/0/5ge-0/0/1fe-0/0/1set interfaces fab0

fabric-options

member-interfaces

ge-9/0/2ge-5/0/2ge-3/0/0 to ge-3/0/5ge-2/0/1fe-1/0/1set interfaces fab1

fabric-options

member-interfaces

ge-1/0/0 weight 255ge-0/0/5 weight 255ge-0/0/0 weight 255fe-0/0/3 weight 255fe-0/0/0 weight 255set chassis cluster

redundancy-group 1

interface-monitor

ge-10/0/0 weight 255ge-5/0/5 weight 255ge-3/0/0 weight 255fe-0/0/2 weight 255fe-0/0/2 weight 255set chassis cluster

redundancy-group 1

interface-monitor
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表153: ブランチ用 SRX シリーズ サービス ゲートウェイのインターフェース設定 （続き）

SRX650SRX240SRX220SRX210SRX100コマンド

ge-1/0/1 weight 255ge-0/0/6 weight 255ge-0/0/1 weight 255fe-2/0/3 weight 255fe-1/0/0 weight 255set chassis cluster

redundancy-group 1

interface-monitor

ge-10/0/1 weight 255ge-5/0/6 weight 255ge-3/0/1 weight 255fe-2/0/2 weight 255fe-1/0/2 weight 255set chassis cluster

redundancy-group 1

interface-monitor

ge-1/0/0

gigether-options

redundant-parent

reth1

ge-0/0/5

gigether-options

redundant-parent

reth1

ge-0/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth0

fe-0/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth1

fe-0/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth1

set interfaces

ge-10/0/0

gigether-options

redundant-parent

reth1

ge-5/0/5

gigether-options

redundant-parent

reth1

ge-0/0/3

fastether-options

redundant-parent

reth1

fe-2/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth1

fe-1/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth1

set interfaces

ge-1/0/1

gigether-options

redundant-parent

reth0

ge-0/0/6

gigether-options

redundant-parent

reth0

ge-3/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth0

fe-0/0/3

fastether-options

redundant-parent

reth0

fe-0/0/0

fastether-options

redundant-parent

reth0

set interfaces

ge-10/0/1

gigether-options

redundant-parent

reth0

ge-5/0/6

gigether-options

redundant-parent

reth0

ge-3/0/3

fastether-options

redundant-parent

reth1

fe-2/0/3

fastether-options

redundant-parent

reth0

fe-1/0/0

fastether-options

redundant-parent

reth0

set interfaces

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ブランチ デバイス用の SRX シリーズ上でシャーシ クラスタを構成するには、以下の手順に従

います。

注: プライマリ デバイス（ノード 0）上で、手順 1 ～ 5 を実行します。 これは

commit コマンドを実行すると、自動的にセカンダリ デバイス（ノード 1）にコピー

されます。 コントロール リンクとファブリック リンクの各インターフェースがア

クティブになっているため、構成が同期されます。 構成を確認するには、show

interface terse コマンドを使用して、出力を確認します。

1. 構成グループを使用して、各デバイスのホスト名と管理 IP アドレスを設定します。 こ

うした構成は各デバイスに固有であり、個々のノードに一意のものです。

user@host# set groups node0 system host-name srx-node0
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user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.16.35.46/24

user@host# set groups node1 system host-name srx-node1

user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.16.35.47/24

各ノードに、デフォルト ルートとバックアップ ルーターを設定します。

set groups node0 system backup-router <backup next-hop from fxp0> destination

<management network/mask>

set groups node1 system backup-router <backup next-hop from fxp0> destination

<management network/mask>

apply-group コマンドを設定し、前のコマンドで設定された各ノード個別の構成がそのノー

ドのみに適用されるようにします。

user@host# set apply-groups "${node}"

2. 各ノードの物理ポート ge-0/0/1 を使用して、fab 接続に使用されるインターフェース

（RTO 同期用のデータ プレーン リンク）を定義します。 これらのインターフェースは

対向式に、またはレイヤー 2 インフラストラクチャを通して接続する必要があります。

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-2/0/1

3. 冗長グループ 0 でルーティング エンジンのフェールオーバー プロパティを設定し、次

に冗長グループ 1 を設定して（この例ではすべてのインターフェースが 1 つの冗長グ

ループ内にあります）冗長イーサネット インターフェースのフェールオーバー プロパ

ティを定義します。

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

4. インターフェース監視の設定を行い、インターフェースのヘルスを監視して冗長グループ

のフェールオーバーをトリガーするよう設定します。

注: 冗長グループ 0 でインターフェース監視を行うことはお勧めしません。

インターフェースのフラップが発生した場合、制御プレーンが一方のノードか

ら他方のノードに切り替わってしまうからです。

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-0/0/3 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-0/0/2 weight

255
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user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-2/0/3 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-2/0/2 weight

255

注: インターフェースのフェールオーバーは、ウェイトが 0 に達した後にの

み発生します。

5. 冗長イーサネット（reth）インターフェースを設定し、冗長インターフェースをゾーンに

割り当てます。

user@host# set chassis cluster reth-count 2

user@host# set interfaces fe-0/0/2 fastether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces fe-2/0/2 fastether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 1.2.0.233/24

user@host# set interfaces fe-0/0/3 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces fe-2/0/3 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

user@host# set security zones security-zone Untrust interfaces reth1.0

user@host# set security zones security-zone Trust interfaces reth0.0

結果 動作モードで、show configuration コマンドを入力して構成内容を確認します。 意図した構成

が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name SRX210-1;

backup-router 10.100.22.1 destination 66.129.243.0/24;

}

interfaces {

fxp0 {
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unit 0 {

family inet {

address 192.16.35.46/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name SRX210-2;

backup-router 10.100.21.1 destination 66.129.243.0/24; }

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.16.35.47/24;

}

}

}

}

}

}

apply-groups "${node}";

chassis {

cluster {

reth-count 2;

redundancy-group 0 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

interface-monitor {

fe–0/0/3 weight 255;

fe–0/0/2 weight 255;

fe–2/0/2 weight 255;

fe–2/0/3 weight 255;

}

}

}

}

interfaces {

fe–0/0/2 {

fastether–options {

redundant–parent reth1;

}

unit 0 {

family inet {

address 2.2.2.2/30;

}

}

}

fe–0/0/3 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

fe–2/0/2 {

fastether–options {
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redundant–parent reth1;

}

}

fe–2/0/3 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–0/0/1;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–2/0/1;

}

}

}

reth0 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.16.8.1/24;

}

}

}

reth1 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 1.2.0.233/24;

}

}

}

}

...

security {

zones {

security–zone Untrust {

interfaces {

reth1.0;

}

}

security–zone Trust {

interfaces {

reth0.0;

}

}

}

policies {

from–zone Trust to–zone Untrust {

policy 1 {

match {
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source–address any;

destination–address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのステータス確認 1494ページ

• シャーシ クラスタのインターフェースの確認 1494ページ

• シャーシ クラスタの統計の確認 1495ページ

• シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認 1496ページ

• シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認 1496ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認 1496ページ

• ログを使用したトラブルシューティング 1497ページ

シャーシ クラスタのステータス確認

目的 シャーシ クラスタのステータス、フェールオーバーのステータス、および冗長グループの情報

を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host# show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 0 primary no no

node1 0 secondary no no

シャーシ クラスタのインターフェースの確認

目的 シャーシ クラスタのインターフェースに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces
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Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

reth1 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

fe-2/0/3 255 Up 1

fe-2/0/2 255 Up 1

fe-0/0/2 255 Up 1

fe-0/0/3 255 Up 1

シャーシ クラスタの統計の確認

目的 同期されるさまざまなオブジェクトの統計、ファブリック インターフェースと制御インター

フェースの hello、およびクラスタ内の監視されているインターフェースのステータスに関す

る情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 2276

Heartbeat packets received: 2280

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 2272

Probes received: 597

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0
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シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認

目的 シャーシ クラスタの制御プレーンの統計（送受信されたハートビート）、およびファブリック

リンクの統計（送受信されたプローブ）に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 2294

Heartbeat packets received: 2298

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 2290

Probes received: 615

Probe errors: 0

シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認

目的 サービスのために送受信された RTO の数に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認

目的 クラスタの両ノードの状態および優先度に関する情報と、プライマリ ノードが優先使用された

かまたは手動のフェールオーバーが行われたかに関する情報を確認します。
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アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 1, Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 50 secondary no no

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して、シャーシ クラスタの問題を特定します。 こうしたログは、両方のノードで

実行する必要があります。

アクション 動作モードで、 以下の show log コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 1336ページの「シャーシ クラスタの冗長グループについて」•

• 1409ページの「アクティブな SRX シリーズのシャーシ クラスタでのノード インターフェー

ス」

• 1497ページの「例: ハイエンド用 SRX シリーズ サービス ゲートウェイをシャーシ クラスタ

として構成する」

例: ハイエンド用 SRX シリーズ サービス ゲートウェイをシャーシ クラスタとして構成する

この例では、ハイエンド SRX シリーズ デバイスで基本的なアクティブ/パッシブ シャーシ ク

ラスタリングを設定する方法を示します。

• 要件 1497ページ

• 概要 1498ページ

• 構成 1500ページ

• 確認 1508ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ハードウェア構成が同一の 2 つの SRX5800 サービス ゲートウェイ、MX240 エッジ ルーター

1 個、および EX8208 イーサネット スイッチ 1 個が必要です。

• 2 つのデバイスを物理的に（ファブリック ポートおよび制御ポートで対向式に）接続し、そ

れらが同一モデルであることを確認します。 SRX5000 ラインでは、ファブリック ポートと

制御ポートの両方を構成できます。 SRX1400 デバイスおよび SRX3000 ラインでは、ファブ

リック ポートのみ構成できます。
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• 2 つのデバイスをクラスタ モードに設定して、各デバイスを再起動します。 両方のデバイ

スで、以下の動作モード コマンドを入力する必要があります。たとえば次のように入力しま

す。

• ノード 0 で:

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

• ノード 1 で:

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

cluster-id は両デバイスで同一になりますが、ノード ID は、一方のデバイスがノード 0

にあり他方のデバイスはノード 1 にあるため、異なっていなければなりません。 cluster-id

の範囲は 0 ～ 15 で、0 に設定することはクラスタ モードを無効化することに相当します。

単一の L3 ブロードキャスト ドメインに複数の SRX シリーズ クラスタがある場合は、各ク

ラスタに異なるクラスタ ID を割り当てる必要があります。そうでないと、MAC アドレスの

競合が発生します。

これ以降、クラスタの構成はノードのメンバー間で同期され、2 つの別個のデバイスが 1 つの

デバイスとして機能します。

概要

この例では、ハイエンド SRX シリーズ デバイスで基本的なアクティブ/パッシブ シャーシ ク

ラスタリングを設定する方法を示します。 基本的なアクティブ/パッシブの例は、最も一般的

なタイプのシャーシ クラスタになります。 以下のハイエンド SRX シリーズ デバイスがサポー

トされています。

• SRX1400

• SRX3400

• SRX3600

• SRX5600

• SRX5800

基本的なアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタは、以下の 2 つのデバイスで構成されてい

ます。

• 一方のデバイスがアクティブにルーティング、ファイアウォール、NAT、VPN、およびセキュ

リティ サービスを提供するほか、シャーシ クラスタの制御も維持します。

• 他方のデバイスは、アクティブなデバイスが非アクティブになった場合に備えて、クラスタ

のフェールオーバー機能のためパッシブにその状態を維持します。
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注: この SRX5800 サービス ゲートウェイでのアクティブ/パッシブ モードの例で

は、NAT、セキュリティ ポリシー、VPN の構成方法といったその他の構成の詳細に

ついては説明しません。 これらは基本的にスタンドアロン構成の場合と同じになり

ます。 1543ページの「「NAT の概要」」、187ページの「「セキュリティ ポリシーの

概要」」、および505ページの「「VPN の概要」」を参照してください。 ただし、

シャーシ クラスタ構成でプロキシ ARP を実行する場合は、プロキシ ARP の構成

を、メンバー インターフェースではなく各 reth インターフェースに適用する必要

があります。論理構成は RETH インターフェースに保持されるからです。 1650ページ

の「「プロキシ ARP の構成（CLI 手順）」」を参照してください。 また、SRX5800

サービス ゲートウェイでは VLAN およびトランク インターフェースを使用して別

個の論理インターフェース構成を作成することもできます。 こうした構成は、VLAN

とトランク インターフェースを使用したスタンドアロン実装に似ています。

1499ページの図127 は、この例で使用しているトポロジを示したものです。

図 127: ハイエンド SRX シリーズ デバイスでの基本的なアクティブ/パッシブ
シャーシ クラスタリングのトポロジの例

reth0 reth0

reth1 reth1

SRX5800
1

SRX5800
2

EX

MX
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構成

CLI 簡単構成 SRX5800 サービス ゲートウェイでシャーシ クラスタを簡単に構成するには、以下のコマンド

をコピーして CLI に貼り付けます。

{primary:node0} で:

[edit]

set chassis cluster control-ports fpc 1 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 13 port 0

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-11/3/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-23/3/0

set groups node0 system host-name SRX5800-1

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.3.5.1/24

set groups node0 system backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0

set groups node1 system host-name SRX5800-2

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.3.5.2/24

set groups node1 system backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0

set apply-groups “${node}”

set chassis cluster reth-count 2

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 129

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 128

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 129

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 128

set interfaces xe-6/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

set interfaces xe-6/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces xe-18/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

set interfaces xe-18/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 2.2.2.1/24

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-6/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-6/1/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-18/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-18/1/0 weight 255

set chassis cluster control-link-recovery

set security zones security-zone untrust interfaces reth0.0

set security zones security-zone trust interfaces reth1.0

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.254

set routing-options static route 2.0.0.0/8 next-hop 2.2.2.254

EX8208 コア スイッチをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付け

ます。

{primary:node0} で:

[edit]

set interfaces xe-1/0/0 unit 0 family ethernet-switching port-mode access vlan members

SRX5800

set interfaces xe-2/0/0 unit 0 family ethernet-switching port-mode access vlan members

SRX5800

set interfaces vlan unit 50 family inet address 2.2.2.254/24

set vlans SRX5800 vlan-id 50

set vlans SRX5800 l3-interface vlan.50
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set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 2.2.2.1/24

MX240 エッジ ルーターをすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付

けます。

{primary:node0} で:

[edit]

set interfaces xe-1/0/0 encapsulation ethernet-bridge unit 0 family bridge

set interfaces xe-2/0/0 encapsulation ethernet-bridge unit 0 family bridge

set interfaces irb unit 0 family inet address 1.1.1.254/24

set routing-options static route 2.0.0.0/8 next-hop 1.1.1.1

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop (upstream router)

set bridge-domains SRX5800 vlan-id X (could be set to “none”)

set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge routing-interface irb.0

set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge interface xe-1/0/0

set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge interface xe-2/0/0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ハイエンド SRX シリーズ デバイス上でシャーシ クラスタを構成するには、以下の手順に従い

ます。

注: プライマリ デバイス（ノード 0）上で、以下の手順を実行します。 これは

commit コマンドを実行すると、自動的にセカンダリ デバイス（ノード 1）にコピー

されます。

1. クラスタの制御ポートを構成します。 制御プレーンは常にクラスタ内の最低の SPC/SPU

になければならないため（この例ではスロット 0）、FPC 1/13 を選択します。 最大の信

頼性を得るため、制御ポートは制御プレーンの別個の SPC に配置します（この例ではス

ロット 1 の SPC を使用します）。

注: この例のこれ以降の部分では、どのメンバーがアクティブかに関わらず、

すべてのコマンドが制御プレーンに適用されます。

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 1 port 0

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 13 port 0

2. RTO をアクティブ/パッシブ モードで渡すために使用する、クラスタのファブリック（デー

タ）ポートを構成します。 この例では、アクティブ/パッシブ モードを使用して帯域幅

が不足することは問題にならないため、いずれかの 1 ギガビット イーサネット ポート

を使用します。 接続する 2 つのファブリック インターフェース（各シャーシに 1 つず

つ）を定義します。

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-11/3/0
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user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-23/3/0

3. SRX5800 サービス ゲートウェイのシャーシ クラスタ構成は単一の共通の構成内に保持さ

れるため、構成の一部の要素を特定のメンバーのみに割り当てるには、グループという

Junos OS のノード別構成方法を使用する必要があります。 set apply-groups ${node} コ

マンドでは、ノード変数を使用して、グループがどのようにノードに適用されるかを定義

します。各ノードは自身の番号を認識し、それによって構成を受け入れます。 また、

SRX5800 サービス ゲートウェイの fxp0 インターフェースでは帯域外管理を構成する必

要があります。この際、クラスタの個々の制御プレーンには、それぞれ別個の IP アドレ

スを使用します。

user@host# set groups node0 system host-name SRX5800-1

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.3.5.1/24

user@host# set groups node0 system backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0

user@host# set groups node1 system host-name SRX5800-2

user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.3.5.2/24

user@host# set groups node1 system backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0

user@host# set apply-groups “${node}”

4. シャーシ クラスタリング用の冗長グループを構成します。 各ノードでは冗長グループ内

にインターフェースがあり、アクティブな冗長グループではインターフェースがアクティ

ブになります（1 つの冗長グループ内に複数のアクティブなインターフェースが存在する

場合があります）。 冗長グループ 0 は制御プレーンを制御し、冗長グループ 1+ はデー

タ プレーンを制御します（このグループにデータ プレーン ポートが含まれています）。

このアクティブ/パッシブ モードの例では、一度に 1 つのシャーシ クラスタ メンバー

のみがアクティブになるため、冗長グループ 0 および 1 のみを定義する必要がありま

す。 冗長グループに加え、以下のものも定義する必要があります。

• 冗長イーサネット グループ — デバイス上でアクティブになる冗長イーサネット イン

ターフェース（メンバー リンク）の数を設定して、適切なリソースが割り当てられる

ようにします。

• 制御プレーンとデータ プレーンの優先度 — 制御プレーンで優先されるデバイス（シャー

シ クラスタでは優先度の高いほうが優先されます）、およびデータ プレーンで優先さ

れてアクティブになるデバイスを定義します。

注: アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ モードでは、制御

プレーン（冗長グループ 0）が、データ プレーン（冗長グループ 1+ およ

び各グループ）のシャーシと異なるシャーシでアクティブになることができ

ます。 ただしこの例では、制御プレーンとデータ プレーンの両方を、同じ

シャーシ メンバー上でアクティブにすることをお勧めします。 トラフィッ

クがファブリック リンクを通過して別のメンバー ノードに向かうと、レイ

テンシが発生します（z ライン モードのトラフィック）。
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user@host# set chassis cluster reth-count 2

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 129

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 128

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 129

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 128

5. プラットフォーム上でデータ インターフェースを構成して、データ プレーンのフェール

オーバーが発生した場合には他方のシャーシ クラスタ メンバーが接続をシームレスに引

き継げるようにしておきます。 データ プレーンのフェールオーバーと同時に、新しいア

クティブ ノードへのシームレスな移行が発生します。 制御プレーンのフェールオーバー

が発生した場合は、新しいノードですべてのデーモンが再起動されるため、それによって

正常な再起動が有効化され、ピア（ospf、bgp）とのネイバーシップの喪失が防止されま

す。 これにより、パケットの損失なしに新しいノードへのシームレスな移行が促進され

ます。

以下の項目を定義する必要があります。

• メンバー インターフェースの reth インターフェースへのメンバーシップ情報を定義

します。

• reth インターフェースがどの冗長グループのメンバーとなるかを定義します。 このア

クティブ/パッシブの例では、これは常に 1 となります。

• インターフェースの IP アドレスなど、reth インターフェースの情報を定義します。

user@host# set interfaces xe-6/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces xe-6/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces xe-18/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces xe-18/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 2.2.2.1/24

6. 障害が発生した場合のシャーシ クラスタの動作を設定します。 SRX5800 サービス ゲー

トウェイでは、フェールオーバーのしきい値は 255 に設定されています。 ウェイトを変

更すると、シャーシのフェールオーバーへの影響度を設定できます。 また、コントロー

ル リンクの復旧も構成する必要があります。 コントロール リンクに障害が発生し、そ

の後オンラインに戻ると、その復旧によって自動的にセカンダリ ノードが再起動します。

ノード 0 で以下のコマンドを入力します。
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user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-6/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-6/1/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-18/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-18/1/0 weight

255

user@host# set chassis cluster control-link-recovery

この手順により、SRX5800 サービス ゲートウェイのアクティブ/パッシブ モードの例に

おけるシャーシ クラスタの構成の部分は完了します。 この手順の残りの部分では、ゾー

ン、仮想ルーター、ルーティング、EX8208 コア スイッチ、および MX240 エッジ ルー

ターを構成する方法を説明して、実装シナリオを完了します。

7. 各 reth インターフェースを構成し、適切なゾーンおよび仮想ルーターに接続します。

この例では、reth0 および reth1 インターフェースは、追加の構成が不要なデフォルト

の仮想ルーター inet.0 に残しておきます。

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces reth0.0

user@host# set security zones security-zone trust interfaces reth1.0

8. このアクティブ/パッシブ モードの例では、ネットワーク アーキテクチャが単純なため、

静的ルートを使用して他のネットワーク デバイスへのルーティング方法を定義します。

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.254

user@host# set routing-options static route 2.0.0.0/8 next-hop 2.2.2.254

9. EX8208 イーサネット スイッチにおいては、以下のコマンドでは該当する構成の概要しか

指定されません。これはこのコマンドが、この SRX5800 サービス ゲートウェイ用のアク

ティブ/パッシブ モードの例、特に VLAN、ルーティング、およびインターフェース構成

に関するものだからです。

user@host# set interfaces xe-1/0/0 unit 0 family ethernet-switching port-mode access

vlan members SRX5800

user@host# set interfaces xe-2/0/0 unit 0 family ethernet-switching port-mode access

vlan members SRX5800

user@host# set interfaces vlan unit 50 family inet address 2.2.2.254/24

user@host# set vlans SRX5800 vlan-id 50

user@host# set vlans SRX5800 l3-interface vlan.50

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 2.2.2.1/24

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1504

Junos OS セキュリティ構成ガイド



10. MX240 エッジ ルーターにおいては、以下のコマンドでは該当する構成の概要しか指定さ

れません。これはこのコマンドが、この SRX5800 サービス ゲートウェイ用のアクティブ/

パッシブ モードの例に関するものだからです。特に、スイッチ上の仮想スイッチ インス

タンス内では、IRB インターフェースを使用する必要があります。

user@host# set interfaces xe-1/0/0 encapsulation ethernet-bridge unit 0 family bridge

user@host# set interfaces xe-2/0/0 encapsulation ethernet-bridge unit 0 family bridge

user@host# set interfaces irb unit 0 family inet address 1.1.1.254/24

user@host# set routing-options static route 2.0.0.0/8 next-hop 1.1.1.1

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop (upstream router)

user@host# set bridge-domains SRX5800 vlan-id X (could be set to “none”)

user@host# set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge routing-interface irb.0

user@host# set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge interface xe-1/0/0

user@host# set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge interface xe-2/0/0

結果 動作モードで、show configuration コマンドを入力して構成内容を確認します。 意図した構成

が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。

> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name SRX58001;

backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.3.5.1/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name SRX58002;

backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {
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address 10.3.5.2/24;

}

}

}

}

}

}

apply-groups "${node}";

system {

root-authentication {

encrypted-password "$1$zTMjraKG$qU8rjxoHzC6Y/WDmYpR9r.";

}

name-server {

4.2.2.2;

}

services {

ssh {

root-login allow;

}

netconf {

ssh;

}

web-management {

http {

interface fxp0.0;

}

}

}

}

chassis {

cluster {

control-link-recovery;

reth-count 2;

control-ports {

fpc 1 port 0;

fpc 13 port 0;

}

redundancy-group 0 {

node 0 priority 129;

node 1 priority 128;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 129;

node 1 priority 128;

interface-monitor {

xe–6/0/0 weight 255;

xe–6/1/0 weight 255;

xe–18/0/0 weight 255;

xe–18/1/0 weight 255;

}

}

}

}

interfaces {

xe–6/0/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

xe–6/1/0 {

gigether–options {
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redundant–parent reth1;

}

}

xe–18/0/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

xe–18/1/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–11/3/0;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–23/3/0;

}

}

}

reth0 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

reth1 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 2.2.2.1/24;

}

}

}

}

routing–options {

static {

route 0.0.0.0/0 {

next–hop 1.1.1.254;

}

route 2.0.0.0/8 {

next–hop 2.2.2.254;

}

}

}

security {

zones {

security–zone trust {
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host–inbound–traffic {

system–services {

all;

}

}

interfaces {

reth0.0;

}

}

security–zone untrust {

interfaces {

reth1.0;

}

}

}

policies {

from–zone trust to–zone untrust {

policy 1 {

match {

source–address any;

destination–address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

default–policy {

deny–all;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのステータス確認 1508ページ

• シャーシ クラスタのインターフェースの確認 1509ページ

• シャーシ クラスタの統計の確認 1509ページ

• シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認 1510ページ

• シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認 1510ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認 1511ページ

• ログを使用したトラブルシューティング 1511ページ

シャーシ クラスタのステータス確認

目的 シャーシ クラスタのステータス、フェールオーバーのステータス、および冗長グループの情報

を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}
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show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 129 primary no no

node1 128 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 129 primary no no

node1 128 secondary no no

シャーシ クラスタのインターフェースの確認

目的 シャーシ クラスタのインターフェースに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

reth1 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

xe-6/0/0 255 Up 1

xe-6/1/0 255 Up 1

xe-18/0/0 255 Up 1

xe-18/1/0 255 Up 1

シャーシ クラスタの統計の確認

目的 シャーシ クラスタのサービスとコントロール リンクの統計（送受信されたハートビート）、

ファブリック リンクの統計（送受信されたプローブ）、およびサービスで送受信された RTO

の数についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0
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Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認

目的 シャーシ クラスタの制御プレーンの統計（送受信されたハートビート）、およびファブリック

リンクの統計（送受信されたプローブ）に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認

目的 サービスのために送受信された RTO の数に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1510

Junos OS セキュリティ構成ガイド



IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認

目的 クラスタの両ノードの状態および優先度に関する情報と、プライマリ ノードが優先使用された

かまたは手動のフェールオーバーが行われたかに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-Group: 1, Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 50 secondary no no

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して、シャーシ クラスタの問題を特定します。 こうしたログは、両方のノードで

実行する必要があります。

アクション 動作モードで、 以下の show log コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 1336ページの「シャーシ クラスタの冗長グループについて」•

• 1409ページの「アクティブな SRX シリーズのシャーシ クラスタでのノード インターフェー

ス」

• 1484ページの「例: ブランチ用 SRX シリーズ サービス ゲートウェイをシャーシ クラスタと

して構成する」
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IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装

• IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装について 1512ページ

• 例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成 1513ページ

• 例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成

（J-Web） 1528ページ

IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装について

このケースでは、クラスタ内の 1 つのデバイスが IPsec トンネル内で終端してすべてのトラ

フィックの処理に使用され、他方のデバイスは障害の発生時にのみ使用されます（1512ページの

図128 を参照）。 障害が発生すると、バックアップ デバイスがマスターとなり、すべての転

送を制御します。

図 128: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの
シナリオ（SRX シリーズ デバイス）

SRX 5000 SRX 5000

fab0 fab1

SRX210

reth1.0

reth0.0

Trust

Untrust

reth
1

EX EX

EX EX

g0
30

68
4

アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタは、冗長イーサネット インターフェース（reth）を

使用して実現できます。冗長イーサネット インターフェースはすべて同じ冗長グループに割り

当てられます。 ノードのアクティブなグループにあるいずれかのインターフェースで障害が発

生すると、そのグループは非アクティブと宣言され、グループ内のすべてのインターフェース

が他方のノードにフェールオーバーします。

この構成では、サイト間 IPsec トンネルを、冗長イーサネット インターフェースがトンネル

エンド ポイントとして使用されるアクティブ/パッシブ クラスタ内で終了できます。 障害が
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発生すると、バックアップ SRX シリーズ デバイスの冗長イーサネット インターフェースがア

クティブになり、強制的にトンネルのエンド ポイントが変更されて、トンネルが新しいアク

ティブな SRX シリーズ デバイス内で終了します。 シャーシ クラスタのメンバー間ではトン

ネル鍵およびセッション情報が同期されるため、フェールオーバーが発生してもトンネルの再

ネゴシエーションは必要なく、すべての確立されたセッションが維持されます。

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1513ページの「例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペア

の構成」

• 1528ページの「例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペア

の構成（J-Web）」

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成

この例では、SRX シリーズ デバイスで IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブ シャー

シ クラスタリングを構成する方法を示します。

• 要件 1513ページ

• 概要 1514ページ

• 構成 1518ページ

• 確認 1525ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• ハードウェア構成が同一の 2 つの SRX5000 モデル、SRX210 エッジ ルーター 1 個、および

EX シリーズ イーサネット スイッチ 4 個を用意します。

• 2 つのデバイスを物理的に（ファブリック ポートおよび制御ポートで対向式に）接続し、そ

れらが同一モデルであることを確認します。 SRX5000 ラインでは、ファブリック ポートと

制御ポートの両方を構成できます。

• 2 つのデバイスをクラスタ モードに設定して、各デバイスを再起動します。 両方のデバイ

スで、以下の動作モード コマンドを入力する必要があります。たとえば次のように入力しま

す。

• ノード 0 で:

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

• ノード 1 で:

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

クラスタ ID は両デバイスで同一になりますが、ノード ID は、一方のデバイスがノード 0

にあり他方のデバイスはノード 1 にあるため、異なっていなければなりません。 クラスタ

ID の範囲は 0 ～ 15 で、0 に設定することはクラスタ モードを無効化することに相当しま

す。
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単一の L3 ブロードキャスト ドメインに複数の SRX シリーズ クラスタがある場合は、各ク

ラスタに異なるクラスタ ID を割り当てる必要があります。そうでないと、MAC アドレスの

競合が発生します。

• ハードウェア構成が同一の 2 つの SRX5000 モデル、SRX210 エッジ ルーター 1 個、および

EX シリーズ イーサネット スイッチ 4 個を用意します。

• 2 つのデバイスを物理的に（ファブリック ポートおよび制御ポートで対向式に）接続し、そ

れらが同一モデルであることを確認します。 SRX5000 ラインでは、ファブリック ポートと

制御ポートの両方を構成できます。

• 2 つのデバイスをクラスタ モードに設定して、各デバイスを再起動します。 両方のデバイ

スで、以下の動作モード コマンドを入力する必要があります。たとえば次のように入力しま

す。

• ノード 0 で:

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

• ノード 1 で:

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

クラスタ ID は両デバイスで同一になりますが、ノード ID は、一方のデバイスがノード 0

にあり他方のデバイスはノード 1 にあるため、異なっていなければなりません。 クラスタ

ID の範囲は 0 ～ 15 で、0 に設定することはクラスタ モードを無効化することに相当しま

す。

単一の L3 ブロードキャスト ドメインに複数の SRX シリーズ クラスタがある場合は、各ク

ラスタに異なるクラスタ ID を割り当てる必要があります。そうでないと、MAC アドレスの

競合が発生します。

これ以降、クラスタの構成はノードのメンバー間で同期され、2 つの別個のデバイスが 1 つの

デバイスとして機能します。 メンバー別の構成（各メンバーの管理ポートの IP アドレスな

ど）は、構成グループを使用して入力されます。

概要

この例では、クラスタ内の 1 つのデバイスが IPsec トンネル内で終端してすべてのトラフィッ

クの処理に使用され、他方のデバイスは障害の発生時にのみ使用されます （1515ページの図129

を参照）。障害が発生すると、バックアップ デバイスがマスターとなり、すべての転送を制御

します。
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図 129: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの
トポロジ（SRX シリーズ デバイス）

この例では、グループを構成し（apply-groups コマンドで構成を適用して）、シャーシ クラ

スタの情報を設定します。 次に、IKE、IPsec、静的ルート、セキュリティ ゾーン、およびセ

キュリティ ポリシーのパラメータを設定します。 1515ページの表154 ～ 1518ページの表160 を

参照してください。

表154: グループとシャーシ クラスタの構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

• ホスト名: SRX5800-1

• インターフェース: fxp0

• ユニット 0

• 172.19.100.50/24

node0グループ
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表154: グループとシャーシ クラスタの構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• ホスト名: SRX5800-2

• インターフェース: fxp0

• ユニット 0

• 172.19.100.51/24

node1

表155: シャーシ クラスタの構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

インターフェース: xe-5/3/0fab0ファブリック リンク

インターフェース: xe-17/3/0fab1

2–冗長イーサネット インターフェース

の数

1000–ハートビート間隔

3–ハートビートしきい値

• 優先度:

• ノード 0: 254

• ノード 1: 1

0冗長グループ

• 優先度:

• ノード 0: 254

• ノード 1: 1

•

1

インターフェース監視

• xe-5/0/0

• xe-5/1/0

• xe-17/0/0

• xe-17/1/0

冗長親: reth1xe-5/1/0インターフェース

冗長親: reth1xe-5/1/0

冗長親: reth0xe-5/0/0

冗長親: reth0xe-17/0/0

冗長グループ: 1reth0
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表155: シャーシ クラスタの構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前機能

• ユニット 0

• 10.1.1.60/16

冗長グループ: 1reth1

• マルチポイント

• ユニット 0

• 10.10.1.1/30

st0

• ユニット 0

• 10.10.1.1/30

表156: IKE 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

-proposal-set standardプロポーザル

• モード: main

• プロポーザル参照: proposal-set standard

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法: pre-shared-key ascii-text

preSharedポリシー

• IKE ポリシー参照: perShared

• 外部インターフェース: reth0.0

• ゲートウェイ アドレス: 10.1.1.90

SRX210-1ゲートウェイ

表157: IPsec 構成パラメータ

構成パラメータ名前機能

–proposal-set standardプロポーザル

–stdポリシー

• IKE ゲートウェイ参照: SRX210-1

• IPsec ポリシー参照: std

• バインド先インターフェース: st0.0

• VPN 監視: vpn-monitor optimized

• 確立されるトンネル: establish-tunnels immediately

SRX210-1VPN

表158: 静的ルート構成パラメータ

構成パラメータ名前

ネクスト ホップ: 10.2.1.10.0.0.0/0
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表158: 静的ルート構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名前

ネクスト ホップ: 10.10.1.210.3.0.0/16

表159: セキュリティ ゾーン構成パラメータ

構成パラメータ名前

• すべてのシステム サービスが許可されます。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• reth0.0 インターフェースは、このゾーンにバインドされています。

trust

• すべてのシステム サービスが許可されます。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• reth1.0 インターフェースは、このゾーンにバインドされています。

untrust

• すべてのシステム サービスが許可されます。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• st0.0 インターフェースは、このゾーンにバインドされています。

vpn

表160: セキュリティ ポリシー構成パラメータ

構成パラメータ名前目的

• 一致基準:

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション: permit

ANYこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust

ゾーンへのトラフィックを許可します。

• 一致基準:

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション: permit

vpn-anyこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから vpn

ゾーンへのトラフィックを許可します。

構成

CLI 簡単構成 IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアを簡単に構成するに

は、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付けます。

{primary:node0}[edit]

set chassis cluster control-ports fpc 2 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 14 port 0

set groups node0 system host-name SRX5800-1

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 172.19.100.50/24

set groups node1 system host-name SRX5800-2

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 172.19.100.51/24

set apply-groups “${node}”
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set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces xe-5/3/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces xe-17/3/0

set chassis cluster reth-count 2

set chassis cluster heartbeat-interval 1000

set chassis cluster heartbeat-threshold 3

set chassis cluster node 0

set chassis cluster node 1

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 254

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 254

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 preempt

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-5/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-5/1/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-17/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-17/1/0 weight 255

set interfaces xe-5/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces xe-17/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces xe-5/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

set interfaces xe-17/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.1.1.60/16

set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 10.2.1.60/16

set interfaces st0 unit 0 multipoint family inet address 10.10.1.1/30

set security ike policy preShared mode main

set security ike policy preShared proposal-set standard

set security ike policy preShared pre-shared-key ascii-text "juniper"## Encrypted password

set security ike gateway SRX210-1 ike-policy preShared

set security ike gateway SRX210-1 address 10.1.1.90

set security ike gateway SRX210-1 external-interface reth0.0

set security ipsec policy std proposal-set standard

set security ipsec vpn SRX210-1 bind-interface st0.0

set security ipsec vpn SRX210-1 vpn-monitor optimized

set security ipsec vpn SRX210-1 ike gateway SRX210-1

set security ipsec vpn SRX210-1 ike ipsec-policy std

set security ipsec vpn SRX210-1 establish-tunnels immediately

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.2.1.1

set routing-options static route 10.3.0.0/16 next-hop 10.10.1.2

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone untrust interfaces reth1.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

set security zones security-zone vpn host-inbound-traffic system-services all 144

set security zones security-zone vpn host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone vpn interfaces st0.0

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match application any

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy vpn-any then permit
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ステップごとの手順 IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアを構成するには、以

下の手順に従います。

1. 制御ポートを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 2 port 0

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 14 port 0

2. 管理インターフェースを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name SRX5800-1

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

172.19.100.50/24

user@host#set groups node1 system host-name SRX5800-2

user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

172.19.100.51/24

user@host# set apply-groups “${node}”

3. ファブリック インターフェースを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces xe-5/3/0

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces xe-17/3/0

4. 冗長グループを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster reth-count 2

user@host# set chassis cluster heartbeat-interval 1000

user@host# set chassis cluster heartbeat-threshold 3

user@host# set chassis cluster node 0

user@host# set chassis cluster node 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 254

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 254

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 preempt

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-5/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-5/1/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-17/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-17/1/0 weight

255

5. 冗長イーサネット インターフェースを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces xe-5/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces xe-17/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces xe-5/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces xe-17/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.1.1.60/16

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 10.2.1.60/16
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6. IPsec パラメータを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces st0 unit 0 multipoint family inet address 10.10.1.1/30

user@host# set security ike policy preShared mode main

user@host# set security ike policy preShared proposal-set standard

user@host# set security ike policy preShared pre-shared-key ascii-text "juniper"##

Encrypted password

user@host# set security ike gateway SRX210-1 ike-policy preShared

user@host# set security ike gateway SRX210-1 address 10.1.1.90

user@host# set security ike gateway SRX210-1 external-interface reth0.0

user@host# set security ipsec policy std proposal-set standard

user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 bind-interface st0.0

user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 vpn-monitor optimized

user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 ike gateway SRX210-1

user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 ike ipsec-policy std

user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 establish-tunnels immediately

7. 静的ルートを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.2.1.1

user@host# set routing-options static route 10.3.0.0/16 next-hop 10.10.1.2

8. セキュリティ ゾーンを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols

all

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces reth1.0

user@host# set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services

all

user@host# set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

user@host# set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

user@host# set security zones security-zone vpn host-inbound-traffic system-services

all

user@host# set security zones security-zone vpn host-inbound-traffic protocols all

user@host# set security zones security-zone vpn interfaces st0.0

9. セキュリティ ポリシーを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone vpn policy vpn-any then

permit

結果 動作モードで、show configuration コマンドを入力して構成内容を確認します。 意図した構成

が出力に表示されない場合は、この例の手順を繰り返して構成を修正します。
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簡略化のため、この show コマンドの出力にはこの例に関連する構成しか含まれていません。

システムのその他の設定はすべて、省略記号（...）に置き換えられています。

user@host> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name SRX58001;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 172.19.100.50/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name SRX58002;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 172.19.100.51/24;

}

}

}

}

}

}

apply-groups "${node}";

system {

root-authentication {

encrypted-password "$1$zTMjraKG$qU8rjxoHzC6Y/WDmYpR9r.";

}

}

chassis {

cluster {

reth-count 2;

heartbeat-interval 1000;

heartbeat-threshold 3;

control-ports {

fpc 2 port 0;

fpc 14 port 0;

}

redundancy-group 0 {

node 0 priority 254;

node 1 priority 1;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 254;

node 1 priority 1;

preempt;

interface-monitor {

xe–6/0/0 weight 255;

xe–6/1/0 weight 255;
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xe–18/0/0 weight 255;

xe–18/1/0 weight 255;

}

}

}

}

interfaces {

xe–5/0/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

xe–5/1/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

xe–17/0/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

xe–17/1/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

xe–5/3/0;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {

xe–17/3/0;

}

}

}

reth0 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.60/16;

}

}

}

reth1 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.2.1.60/16;

}

}

}
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st0 {

unit 0 {

multipoint;

family inet {

address 5.4.3.2/32;

}

}

}

}

routing–options {

static {

route 0.0.0.0/0 {

next–hop 10.2.1.1;

}

route 10.3.0.0/16 {

next–hop 10.10.1.2;

}

}

}

security {

zones {

security–zone trust {

host–inbound–traffic {

system–services {

all;

}

}

interfaces {

reth0.0;

}

}

security–zone untrust

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

protocols {

all;

}

interfaces {

reth1.0;

}

}

security-zone vpn {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

protocols {

all;

}

interfaces {

st0.0;

}

}

}

policies {
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from–zone trust to–zone untrust {

policy ANY {

match {

source–address any;

destination–address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from–zone trust to–zone vpn {

policy vpn {

match {

source–address any;

destination–address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタのステータス確認 1525ページ

• シャーシ クラスタのインターフェースの確認 1526ページ

• シャーシ クラスタの統計の確認 1526ページ

• シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認 1527ページ

• シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認 1527ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認 1528ページ

• ログを使用したトラブルシューティング 1528ページ

シャーシ クラスタのステータス確認

目的 シャーシ クラスタのステータス、フェールオーバーのステータス、および冗長グループの情報

を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 0 primary no no

node1 254 secondary no no
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Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 0 primary yes no

node1 254 secondary yes no

シャーシ クラスタのインターフェースの確認

目的 シャーシ クラスタのインターフェースを確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

reth1 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

xe-5/0/0 255 Up 1

xe-5/1/0 255 Up 1

xe-17/0/0 255 Up 1

xe-17/1/0 255 Up 1

シャーシ クラスタの統計の確認

目的 シャーシ クラスタのサービスとコントロール リンクの統計（送受信されたハートビート）、

ファブリック リンクの統計（送受信されたプローブ）、およびサービスで送受信された RTO

の数についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0
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Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタの制御プレーンの統計の確認

目的 シャーシ クラスタの制御プレーンの統計（送受信されたハートビート）、およびファブリック

リンクの統計（送受信されたプローブ）に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

シャーシ クラスタのデータ プレーンの統計の確認

目的 サービスのために送受信された RTO の数に関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0
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RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタの冗長グループのステータス確認

目的 クラスタの両ノードの状態および優先度に関する情報と、プライマリ ノードが優先使用された

かまたは手動のフェールオーバーが行われたかに関する情報を確認します。

アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-Group: 1, Failover count: 1

node0 0 primary yes no

node1 254 secondary yes no

ログを使用したトラブルシューティング

目的 ログを使用して、シャーシ クラスタの問題を特定します。 こうしたログは、両方のノードで

実行する必要があります。

アクション 動作モードで、 以下の show コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』•

• 1512ページの「IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装につ

いて」

• 1528ページの「例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペア

の構成（J-Web）」

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成（J-Web）

1. クラスタを有効化します。 1513ページの「「例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッ

シブ シャーシ クラスタのペアの構成」」の手順 1 を参照してください。

2. 管理インターフェースを構成します。 1513ページの「「例: IPsec トンネルを使用したアク

ティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成」」の手順 2 を参照してください。
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3. ファブリック インターフェースを構成します。 1513ページの「「例: IPsec トンネルを使用

したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成」」の手順 3 を参照してくださ

い。

4. 冗長グループを構成します。

• [Configure]（構成）> [System Properties]（システム プロパティ）> [Chassis Cluster]

（シャーシ クラスタ）を選択します。

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

冗長イーサネット インターフェースの数: 2

ハートビート間隔: 1000

ハートビートしきい値: 3

ノード: 0

グループ番号: 0

優先度: 254

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

ノード: 0

グループ番号: 1

優先度: 254

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

ノード: 1

グループ番号: 0

優先度: 1

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

ノード: 1

グループ番号: 1

優先度: 1

優先使用: チェック ボックスを選択します。

インターフェース監視—インターフェース: xe-5/0/0

インターフェース監視—ウェイト: 255

インターフェース監視—インターフェース: xe-5/1/0

インターフェース監視—ウェイト: 255

インターフェース監視—インターフェース: xe-17/0/0

1529Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第48章: シャーシ クラスタ



インターフェース監視—ウェイト: 255

インターフェース監視—インターフェース: xe-17/1/0

インターフェース監視—ウェイト: 255

5. 冗長イーサネット インターフェースを構成します。

• [Configure]（構成）> [System Properties]（システム プロパティ）> [Chassis Cluster]

（シャーシ クラスタ）を選択します。

• xe-5/1/0 を選択します。

• [Redundant Parent]（冗長親）ボックスに reth1 と入力します。

• [Apply]（適用）をクリックします。

• xe-17/1/0 を選択します。

• [Redundant Parent]（冗長親）ボックスに reth1 と入力します。

• [Apply]（適用）をクリックします。

• xe-5/0/0 を選択します。

• [Redundant Parent]（冗長親）ボックスに reth0 と入力します。

• [Apply]（適用）をクリックします。

• xe-17/0/0 を選択します。

• [Redundant Parent]（冗長親）ボックスに reth0 と入力します。

• [Apply]（適用）をクリックします。

• 1513ページの「「例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ

のペアの構成」」の手順 5 を参照してください。

6. IPsec 構成を設定します。 1513ページの「「例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッ

シブ シャーシ クラスタのペアの構成」」の手順 6 を参照してください。

7. 静的ルートを構成します。

• [Configure]（構成）> [Routing]（ルーティング）> [Static Routing]（静的ルーティン

グ）を選択します。

• [Add]（追加）をクリックします。

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

静的ルート アドレス: 0.0.0.0/0

ネクストホップ アドレス: 10.2.1.1

• 以下の情報を入力し、[Apply]（適用）をクリックします。

静的ルート アドレス: 10.3.0.0/16
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ネクストホップ アドレス: 10.10.1.2

8. セキュリティ ゾーンを構成します。 1513ページの「「例: IPsec トンネルを使用したアク

ティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成」」の手順 8 を参照してください。

9. セキュリティ ポリシーを構成します。 1513ページの「「例: IPsec トンネルを使用したアク

ティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアの構成」」の手順 9 を参照してください。

10. [OK] をクリックして構成を確認し、キャンディデート構成として保存してから、[Commit

Options]（オプションのコミット）>[Commit]（コミット）の順にクリックします。

関連項目 • 『Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices』

• 1512ページの「IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの実装につ

いて」

• 1513ページの「例: IPsec トンネルを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペア

の構成」

• 1408ページの「シャーシ クラスタが有効な場合について」

• 1335ページの「シャーシ クラスタの形成について」

1531Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第48章: シャーシ クラスタ

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1532

Junos OS セキュリティ構成ガイド



第13部

IP 監視

• IP 監視 1535ページ
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第49章

IP 監視

• IP 監視の概要 1535ページ

• IP 監視テスト パラメータについて 1536ページ

• 例：IP 監視の構成 1536ページ

IP 監視の概要

（スタンドアロン デバイスおよび冗長イーサネット インターフェースに対して）ルート フェー

ルオーバーを行う IP 監視機能は、SRX100、SRX210、SRX220、SRX240、および SRX650 サービ

ス ゲートウェイでサポートされています。 この機能は、スタンドアロンの SRX シリーズ デ

バイスまたはシャーシ クラスタの冗長イーサネット（reth）インターフェース上の IP を監視

します。 既存の RPM プローブがある IP アドレスに送信され、到達可能かどうかがチェック

されます。 ユーザーは、到達可能性チェックの結果に基づいて、アクションを行います。 現

在サポートされているアクションは、システム ルート テーブルへの優先静的ルート インジェ

クションです。

サポートされるアクションは、以下のとおりです。

• 構成したルートよりも高い優先度（低い優先度）値を持つ、新しい静的ルートの追加または

削除。CLI コマンド set routing-options static route を使用します。

• 同じ IP 監視ポリシー下での複数プローブ名の定義。 いずれかのプローブが失敗した場合、

アクションが実行されます。 すべてのプローブに到達可能な場合、アクションは実行されま

せん。

• 1 つの RPM プローブ上での複数テストの構成。 RPM プローブで到達不可能と判断されるの

は、すべてのテストが失敗した場合です。 少なくとも 1 つのテストがターゲットに到達し

た場は、RPM プローブでは到達可能と判断されます。

• 1 つの RPM テスト上での複数障害しきい値の構成。 いずれかのしきい値に到達すると、テ

ストは失敗します。 どのしきい値にも到達しなかった場合、テストは成功です。

注: 同じ IP 監視ポリシーに対して、複数のプローブ名およびアクションを定義で

きます。

関連項目 1536ページのIP 監視テスト パラメータについて•
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IP 監視テスト パラメータについて

プローブされた各ターゲットは、テスト中に監視されます。テストとは、統計情報（標準偏差

やジッタなど）を収集して計算するプローブの集まりです。 テスト中、プローブが生成され、

プローブ間隔（プローブ間の秒数）で定義された速度で応答が収集されます。

注: フラップを回避するため、アクションが取り消されるのはテスト サイクル終了

時のみです。 テスト サイクル中は、どのしきい値にも到達しなかった場合、アク

ションが取り消されます。 監視される IP の事前定義された条件に基づいてアク

ションのフェールオーバーが発生するため、条件が逆になると、元のルート上で IP

は到達可能となり、新たに追加したルートは削除されます。 すべての RPM が IP

に到達可能であると報告した場合にのみ、リカバリが行われます。

1536ページの表161 は、テスト パラメータとそのデフォルト値を示したものです。

表161: テスト パラメータおよびデフォルト値

デフォルト値パラメータ

1probe-count

3 秒probe-interval

1 秒test-interval

1536ページの表162 は、サポートされるしきい値とその説明を示したものです。

表162: サポートされるしきい値および説明

説明しきい値

プローブの連続損失数Successive-Loss

損失したプローブの合計数Total-Loss

関連項目 1535ページのIP 監視の概要•

例：IP 監視の構成

この例では、SRX シリーズ ブランチ デバイスで IP を監視する方法を示します。

• 要件 1537ページ

• 概要 1537ページ

• 構成 1537ページ

• 確認 1538ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

RPM テスト用に以下の RPM オプションを構成します。

• target-address

• probe-count

• probe-interval

• test-interval

• thresholds

• next-hop

概要

この例では、SRX シリーズ ブランチ デバイスで IP 監視をセットアップする方法を示します。

以下のブランチ用サービス ゲートウェイがサポートされています。

• SRX100

• SRX210

• SRX220

• SRX240

• SRX650

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr target address 1.1.1.10

set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr probe-count 10

set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr probe-interval 5

set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr test-interval 5

set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr thresholds successive-loss 10

set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr thresholds total-loss

set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr next-hop 2.2.2.1

set services ip-monitoring policy Payment-Server-Tracking match rpm-probe

Probe-Payment-Server

set services ip-monitoring Payment-Server-Tracking then preferred-route route 1.1.1.0/24

next-hop 1.1.1.99
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

SRX シリーズ サービス ゲートウェイ上の IP 監視を構成するには、以下の手順に従います。

1. RPM プローブのターゲット アドレスを構成します。

[edit ]

user@host# set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr target address

1.1.1.10

2. RPM プローブのプローブ数を構成します。

[edit ]

user@host# set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr probe-count 10

3. RPM プローブのプローブ間隔（秒単位）を構成します。

[edit ]

user@host# set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr probe-interval 5

4. RPM プローブのテスト間隔（秒単位）を構成します。

[edit ]

user@host# set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr test-interval 5

5. RPM プローブの連続損失数のしきい値を構成します。

[edit ]

user@host# set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr thresholds

successive-loss 10

6. RPM プローブのネクストホップ IP アドレスを構成します。

[edit ]

user@host# set services rpm probe Probe-Payment-Server test paysvr next-hop 2.2.2.1

7. サービスの IP 監視ポリシーを構成します。

[edit ]

user@host# set services ip-monitoring policy Payment-Server-Tracking match rpm-probe

Probe-Payment-Server

8. サービスの IP 監視優先ルートを構成します。

[edit ]

user@host# set services ip-monitoring Payment-Server-Tracking then preferred-route

route 1.1.1.0/24 next-hop 1.1.1.99

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

目的 ポリシーの IP 監視状態を確認します。

アクション 構成が適切に機能していることを確認するには、以下のコマンドを入力します。

show services ip-monitoring status <policy-name>
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関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1535ページのIP 監視の概要

• 1536ページのIP 監視テスト パラメータについて
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第14部

ネットワーク アドレス変換

• ネットワーク アドレス変換 1543ページ
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第50章

ネットワーク アドレス変換

• NAT の概要 1543ページ

• NAT ウィザードによる NAT の構成 1544ページ

• NAT ルール セットおよびルールについて 1544ページ

• 静的 NAT 1547ページ

• 宛先 NAT 1558ページ

• ソース NAT 1576ページ

• マルチキャスト フローの NAT 1635ページ

• 静的 NAT ヘアピニング 1644ページ

• プロキシ ARP の構成（CLI 手順） 1650ページ

• NAT 構成の確認 1650ページ

NAT の概要

ネットワーク アドレス変換（NAT）は、ネットワーク アドレス情報をパケット ヘッダーに変

更または変換する手法です。 パケットで指定されているソース アドレスと宛先アドレスのい

ずれかまたは両方を変換できます。 NAT では、IP アドレスのほか、ポート番号も変換の対象

とすることができます。

NAT は、IP（バージョン 4）アドレスが枯渇する問題を解決するために RFC 1631 に規定され

ています。 NAT が規定されてから、ファイアウォール、トラフィックのリダイレクト、負荷分

散、ネットワーク移行などの面で、NAT が効果的なツールであることがわかってきました。

Juniper Networks デバイスでは、次のタイプの NAT がサポートされています。

• 静的 NAT

• 宛先 NAT

• ソース NAT

注: SRX シリーズのデバイスは、変換された宛先ポートに基づいてポリシー ルック

アップとサービス ルックアップの両方を実行します。

1543Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.



NAT ウィザードを使用して、基本 NAT 構成を実行できます。 より高度な構成を実行するには、

J-Web インターフェースまたは CLI を使用します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1544ページのNAT ルール セットおよびルールについて

• 1547ページの静的 NAT について

• 1558ページの宛先 NAT について

• 1577ページのソース NAT について

NAT ウィザードによる NAT の構成

NAT ウィザードを使用して、基本 NAT 構成を実行できます。 より高度な構成を実行するには、

J-Web インターフェースまたは CLI を使用します。

NAT ウィザードを使用して NAT を構成するには、以下の手順に従います。

1. J-Web インターフェースで、[Configure]（構成）>[Wizards]（ウィザード）>[NAT Wizard]（NAT

ウィザード）の順に選択します。

2. [Launch NAT Wizard]（NAT ウィザードの起動）ボタンをクリックします。

3. ウィザードの指示に従います。

ウィザード ページの左上エリアには、構成プロセスの現在の段階が表示されます。 また、左

下には、フィールドに固有のヘルプが表示されます。 [Resources]（リソース）見出しの下の

リンクをクリックすると、ブラウザでドキュメントが開きます。 新しいタブでドキュメントを

開いた場合、そのドキュメントを閉じるときは、ブラウザ ウィンドウを閉じるのではなく、そ

のタブのみを閉じてください。

NAT ルール セットおよびルールについて

NAT の処理では、NAT ルール セットとそのルールの評価に重点が置かれています。 処理の対

象とするトラフィックの全体的な方向は、ルール セットで決まります。 たとえば、ルール

セットを使用することで、特定のインターフェースからのトラフィックや固有のゾーンへのト

ラフィックを選択できます。 ルール セットには複数のルールを収めることができます。 特定

のトラフィックがルール セットに一致することがわかると、そのルール セットにある各ルー

ルとの一致が評価されます。 ルール セットを構成する各ルールでは、一致と判断するべきト

ラフィックをさらに詳しく指定し、ルールにトラフィックが一致したときに実行するアクショ

ンを規定しています。

このトピックには以下のセクションがあります。

• NAT ルール セット 1545ページ

• NAT ルール 1546ページ

• ルールの処理 1546ページ
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NAT ルール セット

ルール セットは、トラフィックに対する一般的な一連の一致条件を指定します。 静的 NAT お

よび宛先 NAT では、ルール セットで以下のいずれかを指定します。

• ソース インターフェース

• ソース ゾーン

• ソース ルーティング インスタンス

ソース NAT ルール セットでは、以下のようにソースと宛先両方の条件を構成します。

• ソース インターフェース、ソース ゾーン、またはソース ルーティング インスタンス

• 宛先インターフェース、宛先ゾーン、または宛先ルーティング インスタンス

パケットが複数のルール セットに一致することもあり得ますが、その場合は、より固有な一致

が得られるルール セットが使用されます。 ルーティング インスタンスの一致よりもゾーンの

一致のほうが固有性があると見なされ、ゾーンの一致よりもインターフェースの一致のほうが

固有性があると見なされます。 ソース ゾーンを指定した宛先 NAT ルール セットとソース イ

ンターフェースを指定した宛先 NAT ルール セットの両方にパケットが一致する場合は、ソー

ス インターフェースを指定した宛先 NAT ルール セットのほうが固有性がある一致です。

ソース NAT ルール セットではソースと宛先両方の条件を指定しているので、ソース NAT ルー

ル セットとの一致は複雑になります。 複数のソース NAT ルール セットにパケットが一致す

る場合、選択したそのルール セットは、以下のソース/宛先の条件に基づいています（この条

件は優先度が高い順に挙げてあります）。

1. ソース インターフェース/宛先インターフェース

2. ソース ゾーン/宛先インターフェース

3. ソース ルーティング インスタンス/宛先インターフェース

4. ソース インターフェース/宛先ゾーン

5. ソース ゾーン/宛先ゾーン

6. ソース ルーティング インスタンス/宛先ゾーン

7. ソース インターフェース/宛先ルーティング インスタンス

8. ソース ゾーン/宛先ルーティング インスタンス

9. ソース ルーティング インスタンス/宛先ルーティング インスタンス

たとえば、ソース インターフェースと宛先ゾーンを指定したルール セット A とソース ゾー

ンと宛先インターフェースを指定したルール セット B を構成します。 この両方のルール セッ

トにパケットが一致する場合は、ルール セット B のほうが、より固有な一致です。

注: ソース NAT ルール セットのソース条件と宛先条件に同じ条件を指定すること

はできません。
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NAT ルール

トラフィックに一致するルール セットが見つかると、そのルール セットにある各ルールと一

致するかどうかが評価されます。 NAT ルールでは、次のパケット情報に対する一致を確認でき

ます。

• 宛先アドレス（静的 NAT のみ）

• ソース アドレスおよび宛先アドレス（宛先 NAT およびソース NAT）

• 宛先ポート（宛先 NAT およびソース NAT）

ルール セットにあるルールのうち、最初にトラフィックに一致したものが使用されます。 セッ

ションが確立している間にルール セットのルールにパケットが一致すると、そのルールで指定

したアクションに従ってトラフィックが処理されます。

ルールの処理

NAT ルールを処理する順序は NAT のタイプで決まります。 フローの最初のパケットの処理で

は、次の順序で NAT ルールが適用されます。

1. 静的 NAT ルール

2. 宛先 NAT ルール

3. ルート ルックアップ

4. セキュリティ ポリシー ルックアップ

5. 静的 NAT ルールの逆マッピング

6. ソース NAT ルール

1546ページの図130 は、NAT ルール処理のこの順序を示したものです。

図 130: NAT ルールの処理

NAT
NAT

NAT NAT

/

ルートとセキュリティ ポリシーのルックアップの前に、静的 NAT ルールと宛先 NAT ルールが

処理されます。 静的 NAT ルールは、宛先 NAT ルールよりも優先されます。 静的 NAT ルール

の逆マッピングは、ルートとセキュリティ ポリシーのルックアップの前に実行され、ソース
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NAT ルールよりも優先します。 ソース NAT ルールは、ルートとセキュリティ ポリシーのルッ

クアップが実行され、さらに静的 NAT ルールの逆マッピングが実行された後で処理されます。

ルールとルールセットの構成は、ソース NAT、宛先 NAT、静的 NAT のいずれでも基本的に同じ

です。 ただし、宛先 NAT と静的 NAT の両方はルート ルックアップの前に処理されるので、

宛先のゾーン、インターフェース、およびルーティング インスタンスをルール セットで指定

することはできません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1543ページのNAT の概要

• 1548ページの静的 NAT 構成の概要

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

静的 NAT

• 静的 NAT について 1547ページ

• 静的 NAT ルールについて 1548ページ

• 静的 NAT 構成の概要 1548ページ

• 静的 NAT の構成例 1549ページ

静的 NAT について

静的 NAT は、ある IP サブネットから別の IP サブネットへの 1 対 1 のマッピングを定義し

ます。 マッピングには、1 方向の宛先 IP アドレスと、その逆方向のソース IP アドレスが含

まれます。 NAT デバイスからは、元の宛先アドレスは仮想ホストの IP アドレスになります

が、マップ先のアドレスは実際のホスト IP アドレスになります。

静的 NAT はネットワークのどちら側からの接続でも機能しますが、変換は 1 対 1 または同じ

サイズのアドレス ブロック間でのみ可能です。 プライベート アドレスごとにパブリック ア

ドレスを割り当てる必要があります。 アドレス プールは不要です。

注: 同じルーティング インスタンスの中で、ソース NAT プールおよび宛先 NAT

プールにあるアドレスと元の宛先アドレスが重複しないことが必要です。

静的 NAT ではポート アドレス変換（PAT）を実行しないので、静的 NAT にアドレス プールは

不要です。

NAT ルールのルックアップでは、静的 NAT ルールが宛先 NAT ルールに優先し、静的 NAT ルー

ルの逆マッピングがソース NAT ルールに優先します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1548ページの静的 NAT 構成の概要

• 1549ページの例: 1 つのアドレスを変換する静的 NAT の構成
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• 1553ページの例: サブネットを変換する静的 NAT の構成

• 1543ページのNAT の概要

• 1548ページの静的 NAT ルールについて

静的 NAT ルールについて

静的 NAT ルールでは、一致条件に次の 2 つのレイヤーを指定します。

• トラフィックの方向—インターフェース、ゾーン、またはルーティング インスタンスを指定でき

ます。

• パケット情報—宛先 IP アドレス。

一致条件で複数の静的 NAT ルールが重複する場合は、最も固有性のあるルールが選択されま

す。 たとえば、ルール A とルール B で同じソース IP アドレスと宛先 IP アドレスを指定し

ていても、ルール A がゾーン 1 からのトラフィックを指定し、ルール B がインターフェース

ge-0/0/0 からのトラフィックを指定している場合は、ルール B を使用して静的 NAT が実行さ

れます。 インターフェースの一致はゾーンの一致よりも固有性があると見なされ、ゾーンの一

致はルーティング インスタンスの一致よりも固有性があると見なされます。

静的 NAT ルールのアクションには、変換後のアドレスと（必要に応じて）ルーティング イン

スタンスを指定します。

NAT ルックアップでは、静的 NAT ルールが宛先 NAT ルールよりも優先し、静的 NAT ルールの

逆マッピングがソース NAT ルールよりも優先します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1547ページの静的 NAT について

• 1548ページの静的 NAT 構成の概要

• 1549ページの例: 1 つのアドレスを変換する静的 NAT の構成

• 1553ページの例: サブネットを変換する静的 NAT の構成

• 1544ページのNAT ルール セットおよびルールについて

静的 NAT 構成の概要

静的 NAT の主な構成タスクは次のとおりです。

1. ネットワーク要件とセキュリティ要件に合致する静的 NAT ルールを構成する。

2. イングレス インターフェースの同じサブネットにある複数の IP アドレスについて、NAT

プロキシ ARP エントリを構成する。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1547ページの静的 NAT について

• 1650ページのプロキシ ARP の構成（CLI 手順）

• 1549ページの例: 1 つのアドレスを変換する静的 NAT の構成
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• 1553ページの例: サブネットを変換する静的 NAT の構成

• 1650ページのNAT 構成の確認

静的 NAT の構成例

• 例: 1 つのアドレスを変換する静的 NAT の構成 1549ページ

• 例: サブネットを変換する静的 NAT の構成 1553ページ

例: 1 つのアドレスを変換する静的 NAT の構成

この例では、単一のプライベート アドレスをパブリック アドレスに静的 NAT マッピングする

処理の構成方法を示しています。

• 要件 1549ページ

• 概要 1549ページ

• 構成 1551ページ

• 確認 1553ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1550ページの図131 では、Untrust

ゾーンのデバイスが、パブリック アドレス 1.1.1.200/32 を使用して Trust ゾーンのサーバー

にアクセスしています。 宛先アドレス 1.1.1.200/32 を使用して Untrust ゾーンから Juniper

Networks セキュリティ デバイスに着信するパケットについては、その宛先アドレスがプライ

ベート アドレス 192.168.1.200/32 に変換されます。 サーバーで開始する新しいセッション

については、送信パケットで指定されているソース IP アドレスがパブリック アドレス

1.1.1.200/32 に変換されます。

1549Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第50章: ネットワーク アドレス変換

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/interfaces/junos-security-swconfig-interfaces.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/interfaces/junos-security-swconfig-interfaces.pdf


図 131: 単一のアドレスを変換する静的 NAT
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1.1.1.200/32 192.168.1.200/32

g030663

この例では、次の構成を説明しています。

• 宛先アドレス 1.1.1.200/32 2を指定して Untrust ゾーンから着信するパケットに一致する

ルール r1 を含む静的 NAT ルール セット rs1。 一致するパケットに対しては、宛先 IP ア

ドレスがプライベート アドレス 192.168.1.200/32 に変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0,0 のアドレス 1.1.1.200 に対するプロキシ ARP。 これにより、

Juniper Networks セキュリティ デバイスは、このアドレス宛てにこのインターフェースで

受信した ARP 要求に応答できます。

• 192.168.1.200 サーバーとの間のトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat static rule-set rs1 from zone untrust

set security nat static rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

set security nat static rule-set rs1 rule r1 then static-nat prefix 192.168.1.200/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

set security address-book global address server-1 192.168.1.200/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match source-address

server-1

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all then permit

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

プライベート アドレスからパブリック アドレスへの静的 NAT マッピングを構成するには、以

下の手順に従います。

1. 静的 NAT ルール セットを作成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set rs1 from zone untrust

2. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスをプライベート

アドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then static-nat prefix 192.168.1.200/32

3. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200

4. グローバル アドレス帳でアドレスを構成します。

[edit security address-book global]

user@host# set address server-1 192.168.1.200/32

5. Untrust ゾーンから Trust ゾーンにあるサーバーへのトラフィックを許可するセキュリ

ティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]
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user@host# set policy server-access match source-address any destination-address

server-1 application any

user@host# set policy server-access then permit

6. Trust ゾーンにあるサーバーから Untrust ゾーンへのトラフィックをすべて許可するセ

キュリティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-all match source-address server-1 destination-address

any application any

user@host# set policy permit-all then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

static {

rule-set rs1 {

from zone untrust;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.200/32;

}

then {

static-nat prefix 192.168.1.200/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy permit-all {

match {

source-address server-1;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy server-access {

match {

source-address any;

destination-address server-1;
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application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT 構成の確認 1553ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1553ページ

静的 NAT 構成の確認

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static rule コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1547ページの静的 NAT について

• 1548ページの静的 NAT 構成の概要

• 1553ページの例: サブネットを変換する静的 NAT の構成

例: サブネットを変換する静的 NAT の構成

この例では、プライベート サブネット アドレスをパブリック サブネット アドレスに静的 NAT

マッピングする処理の構成方法を示しています。

注: 静的 NAT マッピングの対象とするアドレス ブロックは、互いに同じサイズで

あることが必要です。

• 要件 1554ページ

• 概要 1554ページ

• 構成 1556ページ

• 確認 1558ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1555ページの図132 では、Untrust

ゾーンのデバイスが、パブリック サブネット アドレス 1.1.1.0/24 を使用して Trust ゾーン

のデバイスにアクセスしています。 1.1.1.0/24 サブネットの宛先 IP アドレスを指定して

Untrust ゾーンから Juniper Networks セキュリティ デバイスに着信するパケットについて

は、その宛先 IP アドレスが 192.168.1.0/24 サブネット上のプライベート アドレスに変換さ

れます。 192.168.1.0/24 サブネットで開始する新しいセッションについては、送信パケット

で指定されている宛先 IP アドレスが 1.1.1.0/24 サブネット上のアドレスに変換されます。
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図 132: 静的 NAT サブネットの変換
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この例では、次の構成を説明しています。

• 1.1.1.0/24 サブネットの宛先 IP アドレスを指定してインターフェース ge-0/0/0.0 に着信

するパケットに一致するルール r1 を含む静的 NAT ルール セット rs1。 一致するパケット

については、その宛先アドレスが 192.168.1.0/24 サブネット上のアドレスに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 のアドレス範囲 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.249/32 に対するプロ

キシ ARP。 これにより、Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これらのアドレスに

対してこのインターフェースで受信した ARP 要求に応答できます。 インターフェース自体

にはアドレス 1.1.1.250/32 が割り当てられるので、プロキシ ARP 構成ではこのアドレスが

指定されていません。

• 192.168.1.0/24 サブネットとの間のトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat static rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

set security nat static rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.0/24

set security nat static rule-set rs1 rule r1 then static-nat prefix 192.168.1.0/24

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.249/32

set security address-book global address server-group 192.168.1.0/24

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match source-address

server-group

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all then permit

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-group

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

プライベート サブネット アドレスからパブリック サブネット アドレスへの静的 NAT マッピ

ングを構成するには、以下の手順に従います。

1. 静的 NAT ルール セットを作成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

2. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスをプライベート

サブネットのアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.0/24

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then static-nat prefix 192.168.1.0/24

3. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.249/32

4. グローバル アドレス帳でアドレスを構成します。

[edit security address-book global]

user@host# set address server-group 192.168.1.0/24

5. Untrust ゾーンから Trust ゾーンのサブネットへのトラフィックを許可するセキュリティ

ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]
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user@host# set policy server-access match source-address any destination-address

server-group application any

user@host# set policy server-access then permit

6. Trust ゾーンのサブネットから Untrust ゾーンへのトラフィックをすべて許可するセキュ

リティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-all match source-address server-group destination-address

any application any

user@host# set policy permit-all then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

static {

rule-set rs1 {

from interface ge-0/0/0.0;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.0/24;

}

then {

static-nat prefix 192.168.1.0/24;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.1/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy permit-all {

match {

source-address server-group;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy server-access {

match {

source-address any;

destination-address server-group;
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application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT 構成の確認 1558ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1558ページ

静的 NAT 構成の確認

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat static rule コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1547ページの静的 NAT について

• 1548ページの静的 NAT 構成の概要

• 1549ページの例: 1 つのアドレスを変換する静的 NAT の構成

宛先 NAT

• 宛先 NAT について 1558ページ

• 宛先 NAT アドレス プールについて 1559ページ

• 宛先 NAT ルールについて 1560ページ

• 宛先 NAT 構成の概要 1561ページ

• 宛先 NAT 構成の例 1561ページ

宛先 NAT について

宛先 NAT とは、Juniper Networks デバイスに着信するパケットの宛先 IP アドレスの変換で

す。 宛先 NAT は、仮想ホスト宛てのトラフィック（元の宛先 IP アドレスによって識別）を

実際のホスト（変換された宛先 IP アドレス）に転送する目的で使用します。
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注: 宛先 NAT を実行すると、構成済みの宛先 NAT ルールに従って宛先 IP アドレ

スが変換され、セキュリティ ポリシーが適用されます。

宛先 NAT を使用すると、受信ネットワーク接続に対してのみ接続を開始できます。たとえば、

インターネットからプライベート ネットワークへの接続がこれに該当します。 普通は宛先 NAT

を使用して、次のアクションを実行します。

• 単一の IP アドレスを別の IP アドレスに変換する（たとえば、インターネット上のデバイ

スに、プライベート ネットワーク上のホストへの接続を許可します）。

• 連続するアドレスのブロックを、同じサイズの別のアドレスのブロックに変換する（たとえ

ば、サーバーのグループへのアクセスを許可します）。

• 宛先 IP アドレスと宛先ポートを別の宛先 IP アドレスと宛先ポートに変換する（たとえば、

IP アドレスは同じままで、互いに異なる複数のポートを使用して複数のサービスにアクセス

することを許可します）。

次のタイプの宛先 NAT がサポートされています。

• 元の宛先 IP アドレスから、ユーザー定義のプールにある IP アドレスへの変換。 このタイ

プの変換では、ポート アドレス変換（PAT）は扱いません。 元の宛先 IP アドレス範囲が

ユーザー定義のアドレス プールにあるアドレス範囲よりも大きい場合、変換されなかったパ

ケットはすべて破棄されます。

• 元の宛先 IP アドレス（およびオプションのポート番号）から、ユーザー定義プールにある

特定の IP アドレス（およびポート番号）への変換。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

• 1561ページの例: 1 つのアドレスを変換する宛先 NAT の構成

• 1566ページの例: IP アドレスとポートを変換する宛先 NAT の構成

• 1572ページの例: サブネットを変換する宛先 NAT の構成

• 1543ページのNAT の概要

• 1559ページの宛先 NAT アドレス プールについて

• 1560ページの宛先 NAT ルールについて

宛先 NAT アドレス プールについて

宛先 NAT アドレス プールでは、次を内容を指定します。

• 宛先 NAT アドレス プールの名前

• 宛先アドレスまたは宛先アドレス範囲

注: 1 つのルーティング インスタンスの中でソース NAT、宛先 NAT、および静的

NAT の NAT アドレスが重複しないようにします。
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• ポート転送に使用する宛先ポート

• 宛先 NAT アドレス プールが属するルーティング インスタンス（デフォルトはメインの

inet.0 ルーティング インスタンス）

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1558ページの宛先 NAT について

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

• 1561ページの例: 1 つのアドレスを変換する宛先 NAT の構成

• 1566ページの例: IP アドレスとポートを変換する宛先 NAT の構成

• 1572ページの例: サブネットを変換する宛先 NAT の構成

宛先 NAT ルールについて

宛先 NAT ルールでは、一致条件に次の 2 つのレイヤーを指定します。

• トラフィックの方向—インターフェース、ゾーン、またはルーティング インスタンスを指定でき

ます。

• パケット情報—ソース IP アドレス、宛先 IP アドレス、またはサブネット。そのほか、単一

の宛先ポート番号を指定することもできます。

一致条件で複数の宛先 NAT ルールが重複する場合は、最も固有性のあるルールが選択されま

す。 たとえば、ルール A とルール B で同じソース IP アドレスと宛先 IP アドレスを指定し

ていても、ルール A がゾーン 1 からのトラフィックを指定し、ルール B がインターフェース

ge-0/0/0 からのトラフィックを指定している場合は、ルール B を使用して宛先 NAT が実行さ

れます。 インターフェースの一致はゾーンの一致よりも固有性があると見なされ、ゾーンの一

致はルーティング インスタンスの一致よりも固有性があると見なされます。

宛先 NAT ルールに指定できるアクションは次のとおりです。

• off—宛先 NAT を実行しません。

• pool—指定されたユーザー定義のアドレス プールを使用して宛先 NAT を実行します。

フローで処理される最初のパケットにあるトラフィックまたは ALG のファスト パスにあるト

ラフィックに宛先 NAT ルールが適用されます。 宛先 NAT ルールは、静的 NAT ルールが処理

された後、ソース NAT ルールが処理される前に処理されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1558ページの宛先 NAT について

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

• 1561ページの例: 1 つのアドレスを変換する宛先 NAT の構成

• 1566ページの例: IP アドレスとポートを変換する宛先 NAT の構成

• 1572ページの例: サブネットを変換する宛先 NAT の構成

• 1544ページのNAT ルール セットおよびルールについて
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宛先 NAT 構成の概要

宛先 NAT の主な構成タスクは次のとおりです。

1. ネットワークとセキュリティの要件に即した宛先 NAT アドレス プールを構成します。

2. ネットワークとセキュリティの要件に即した宛先 NAT ルールを構成します。

3. イングレス インターフェースの同じサブネットにある複数の IP アドレスについて、NAT

プロキシ ARP エントリを構成する。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1558ページの宛先 NAT について

• 1650ページのプロキシ ARP の構成（CLI 手順）

• 1561ページの例: 1 つのアドレスを変換する宛先 NAT の構成

• 1566ページの例: IP アドレスとポートを変換する宛先 NAT の構成

• 1572ページの例: サブネットを変換する宛先 NAT の構成

• 1650ページのNAT 構成の確認

宛先 NAT 構成の例

• 例: 1 つのアドレスを変換する宛先 NAT の構成 1561ページ

• 例: IP アドレスとポートを変換する宛先 NAT の構成 1566ページ

• 例: サブネットを変換する宛先 NAT の構成 1572ページ

例: 1 つのアドレスを変換する宛先 NAT の構成

この例では、単一のパブリック アドレスをプライベート アドレスに宛先 NAT マッピングする

処理の構成方法を示しています。

注: 1 つの宛先 IP アドレスから別の宛先 IP アドレスへのマッピングも、静的 NAT

を使用して実現できます。 静的 NAT マッピングを使用すると、ゲートウェイのど

ちら側からでも接続を確立できますが、宛先 NAT では一方からの接続確立のみが可

能です。 ただし、静的 NAT では、あるアドレスから別のアドレスへのアドレス変

換、または同じサイズのアドレス ブロック間でのアドレス変換のみが可能です。

• 要件 1562ページ

• 概要 1562ページ

• 構成 1564ページ

• 確認 1565ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1563ページの図133 では、Untrust

ゾーンのデバイスが、パブリック アドレス 1.1.1.200/32 を使用して Trust ゾーンのサーバー

にアクセスしています。 宛先アドレス 1.1.1.200/32 を使用して Untrust ゾーンから Juniper

Networks セキュリティ デバイスに着信するパケットについては、その宛先アドレスがプライ

ベート アドレス 192.168.1.200/32 に変換されます。
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図 133: 単一のアドレスを変換する宛先 NAT
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この例では、次の構成を説明しています。

• IP アドレス 192.168.1.200/32 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-1。

• 宛先 IP アドレス 1.1.1.200/32 を指定して ge-0/0/0.0 インターフェースに着信するパケッ

トに一致するルール r1 を含む宛先 NAT ルール セット rs1。 パケットを照合するために、

宛先アドレスは dst-nat-pool-1 プールにあるアドレスに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 のアドレス 1.1.1.200/32 に対するプロキシ ARP。 これによ

り、Juniper Networks セキュリティ デバイスは、このアドレス宛てにこのインターフェー

スで受信した ARP 要求に応答できます。

• Untrust ゾーンから Trust ゾーンにある変換済みの宛先 IP アドレスへのトラフィックを許

可するセキュリティ ポリシー。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

set security address-book global address server-1 192.168.1.200/32

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

パブリック アドレスからプライベート アドレスへの宛先 NAT マッピングを構成するには、以

下の手順に従います。

1. 宛先 NAT プールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.200/32

2. 宛先 NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

3. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスをプールにあるア

ドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

4. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

5. グローバル アドレス帳でアドレスを構成します。

[edit security address-book global]

user@host# set address server-1 192.168.1.200/32

6. Untrust ゾーンから Trust ゾーンにあるサーバーへのトラフィックを許可するセキュリ

ティ ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy server-access match source-address any destination-address

server-1 application any
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user@host# set policy server-access then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

destination {

pool dst-nat-pool-1 {

address 192.168.1.200/32;

}

rule-set rs1 {

from interface ge-0/0/0.0;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.200/32;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-1;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy server-access {

match {

source-address any;

destination-address server-1;

application any;

}

then {

permit;

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 宛先 NAT プールの使用の確認 1566ページ

• 宛先 NAT ルールの使用の確認 1566ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1566ページ

1565Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第50章: ネットワーク アドレス変換



宛先 NAT プールの使用の確認

目的 宛先 NAT プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat destination pool all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあるこ

とを確認します。

宛先 NAT ルールの使用の確認

目的 宛先 NAT ルールに一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat destination rule all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1558ページの宛先 NAT について

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

• 1566ページの例: IP アドレスとポートを変換する宛先 NAT の構成

• 1572ページの例: サブネットを変換する宛先 NAT の構成

例: IP アドレスとポートを変換する宛先 NAT の構成

この例では、ポート番号に応じてパブリック アドレスをプライベート アドレスに宛先 NAT

マッピングする処理の構成方法を示しています。

• 要件 1566ページ

• 概要 1567ページ

• 構成 1569ページ

• 確認 1571ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。
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概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1568ページの図134 では、Untrust

ゾーンのデバイスが、ポート 80 またはポート 8000 のパブリック アドレス 1.1.1.200 を使

用して Trust ゾーンのサーバーにアクセスしています。 Untrust ゾーンから Juniper Networks

セキュリティ デバイスに着信するパケットは、次のようにサーバーのプライベート アドレス

にマッピングされます。

• 宛先 IP アドレス 1.1.1.200 およびポート 80 は、プライベート アドレス 192.168.1.200

およびポート 80 に変換されます。

• 宛先 IP アドレス 1.1.1.200 およびポート 8000 は、プライベート アドレス 192.168.1.220

およびポート 8000 に変換されます。
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図 134: 宛先 NAT アドレスとポートの変換
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この例では、次の構成を説明しています。

• IP アドレス 192.168.1.200 およびポート 80 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-1。

• IP アドレス 192.168.1.220 およびポート 8000 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-2。

• 宛先アドレス 1.1.1.200 および宛先ポート 80 を指定して Untrust ゾーンから着信するパ

ケットに一致するルール r1 を含む宛先 Nat ルール セット rs1。 パケットを照合するため

に、宛先アドレスは dst-nat-pool-1 プールにあるアドレスに変換されます。

• 宛先アドレス 1.1.1.200 および宛先ポート 8000 を指定して Untrust ゾーンから着信する

パケットに一致するルール r2 を含む宛先 Nat ルール セット rs1。 パケットを照合するた
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めに、宛先 IP アドレスとポートは dst-nat-pool-2 プールにあるアドレスとポートに変換さ

れます。

• アドレス 1.1.1.200/32 に対するプロキシ ARP。 これにより、Juniper Networks セキュリ

ティ デバイスは、このアドレス宛てにこのインターフェースで受信した ARP 要求に応答で

きます。

• Untrust ゾーンから Trust ゾーンにある変換済みの宛先 IP アドレスへのトラフィックを許

可するセキュリティ ポリシー。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.200/32

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address port 80

set security nat destination pool dst-nat-pool-2 address 192.168.1.220/32

set security nat destination pool dst-nat-pool-2 address port 8000

set security nat destination rule-set rs1 from zone untrust

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-port 80

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

set security nat destination rule-set rs1 rule r2 match destination-address 1.1.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 rule r2 match destination-port 8000

set security nat destination rule-set rs1 rule r2 then destination-nat pool dst-nat-pool-2

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

set security address-book global address server-2 192.168.1.220/32

set security address-book global address server-1 192.168.1.200/32

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-2

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

パブリック アドレスからプライベート アドレスへの宛先 NAT マッピングを構成するには、以

下の手順に従います。

1. 宛先 NAT プールを作成します。

[edit security nat destination]

user@host# set pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.200 port 80

user@host# set pool dst-nat-pool-2 address 192.168.1.220 port 8000

2. 宛先 NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 from zone untrust
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3. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスをプールにあるア

ドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-port 80

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

4. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスをプールにあるア

ドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r2 match destination-address 1.1.1.200

user@host# set rule-set rs1 rule r2 match destination-port 8000

user@host# set rule-set rs1 rule r2 then destination-nat pool dst-nat-pool-2

5. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

6. グローバル アドレス帳でアドレスを構成します。

[edit security address-book global]

user@host# set address server-2 192.168.1.220/32

user@host# set address server-1 192.168.1.200/32

7. Untrust ゾーンから Trust ゾーンのサーバーへのトラフィックを許可するセキュリティ

ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy server-access match source-address any destination-address

[server-1 server-2] application any

user@host# set policy server-access then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

destination {

pool dst-nat-pool-1 {

address 192.168.1.200/32 port 80;

}

pool dst-nat-pool-2 {

address 192.168.1.220/32 port 8000;

}

rule-set rs1 {

from zone untrust;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.200/32;

destination-port 80;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-1;

}
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}

rule r2 {

match {

destination-address 1.1.1.200/32;

destination-port 8000;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-2;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy server-access {

match {

source-address any;

destination-address [ server-1 server-2 ];

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 宛先 NAT プールの使用の確認 1571ページ

• 宛先 NAT ルールの使用の確認 1571ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1572ページ

宛先 NAT プールの使用の確認

目的 宛先 NAT プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat destination pool all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあるこ

とを確認します。

宛先 NAT ルールの使用の確認

目的 宛先 NAT ルールに一致するトラフィックがあることを確認します。
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アクション 動作モードで、show security nat destination rule all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1558ページの宛先 NAT について

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

• 1561ページの例: 1 つのアドレスを変換する宛先 NAT の構成

• 1572ページの例: サブネットを変換する宛先 NAT の構成

例: サブネットを変換する宛先 NAT の構成

この例では、パブリック サブネット アドレスをプライベート サブネット アドレスに宛先 NAT

マッピングする処理の構成方法を示しています。

注: 1 つのサブネットから別のサブネットへのマッピングも、静的 NAT を使用して

実現できます。 静的 NAT マッピングを使用すると、ゲートウェイのどちら側から

でも接続を確立できますが、宛先 NAT では一方からの接続確立のみが可能です。

ただし、静的 NAT では、同じサイズのアドレス ブロック間でのアドレス変換のみ

が可能です。

• 要件 1572ページ

• 概要 1572ページ

• 構成 1574ページ

• 確認 1576ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1573ページの図135 では、Untrust

ゾーンのデバイスが、パブリック サブネット アドレス 1.1.1.0/16 を使用して Trust ゾーン

のデバイスにアクセスしています。 1.1.1.0/16 サブネットの宛先 IP アドレスを指定して
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Untrust ゾーンから Juniper Networks セキュリティ デバイスに着信するパケットについて

は、その宛先 IP アドレスが 192.168.1.0/24 サブネット上のプライベート アドレスに変換さ

れます。

図 135: 宛先 NAT サブネットの変換

Trust

ge-0/0/0
1.1.1.0/24

ge-1/0/0
192.168.1.0/24

SRX

Untrust

192.168.1.0/24

IP IP

1.1.1.0/16 192.168.1.0/24

g030667

この例では、次の構成を説明しています。

• IP アドレス 192.168.1.0/24 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-1。

• 1.1.1.0/16 サブネット上の宛先 IP アドレスを指定して ge-0/0/0.0 インターフェースに着

信するパケットに一致するルール r1 を含む宛先 NAT ルール セット rs1。 パケットを照合

するために、宛先アドレスは dst-nat-pool-1 プールにあるアドレスに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 のアドレス 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.62/32 に対するプロキシ

ARP。これらのアドレスは、1.1.1.0/16 サブネットから変換する必要があるホストの IP ア

ドレスです。 これにより、Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これらのアドレス
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に対してこのインターフェースで受信した ARP 要求に応答できます。 インターフェース自

体にはアドレス 1.1.1.63/32 が割り当てられるので、プロキシ ARP 構成ではこのアドレス

が指定されていません。 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.62/32 の範囲にないアドレスはネットワーク

に存在しないと想定されるので、変換されません。

• Untrust ゾーンから Trust ゾーンにある変換済みの宛先 IP アドレスへのトラフィックを許

可するセキュリティ ポリシー。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.0/24

set security nat destination rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.0/16

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.62/32

set security address-book global address internal-net 192.168.1.0/24

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy internal-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy internal-access match

destination-address internal-net

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy internal-access match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy internal-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

パブリック サブネット アドレスからプライベート サブネット アドレスへの宛先 NAT マッピ

ングを構成するには、以下の手順に従います。

1. 宛先 NAT プールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.0/24

2. 宛先 NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

3. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスをプールにあるア

ドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.0/16

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

4. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.62/32

5. グローバル アドレス帳でアドレスを構成します。
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[edit security address-book global]

user@host# set address internal-net 192.168.1.0/24

6. Untrust ゾーンから Trust ゾーンのデバイスへのトラフィックを許可するセキュリティ

ポリシーを構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy internal-access match source-address any destination-address

internal-net application any

user@host# set policy internal-access then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

destination {

pool dst-nat-pool-1 {

address 192.168.1.0/24;

}

rule-set rs1 {

from interface ge-0/0/0.0;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.0/16;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-1;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.62/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy internal-access {

match {

source-address any;

destination-address internal-net;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 宛先 NAT プールの使用の確認 1576ページ

• 宛先 NAT ルールの使用の確認 1576ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1576ページ

宛先 NAT プールの使用の確認

目的 宛先 NAT プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat destination pool all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあるこ

とを確認します。

宛先 NAT ルールの使用の確認

目的 宛先 NAT ルールに一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat destination rule all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1558ページの宛先 NAT について

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

• 1561ページの例: 1 つのアドレスを変換する宛先 NAT の構成

• 1566ページの例: IP アドレスとポートを変換する宛先 NAT の構成

ソース NAT

• ソース NAT について 1577ページ

• ソース NAT プール 1578ページ

• ソース NAT ルールについて 1581ページ

• ソース NAT 構成の概要 1582ページ

• ソース NAT 構成の例 1582ページ

• ソース NAT でのポートのランダム化の無効化（CLI 手順） 1622ページ

• 持続的 NAT および持続的 NAT64 1622ページ
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ソース NAT について

ソース NAT とは、Juniper Networks デバイスから送信されるパケットのソース IP アドレス

の変換です。 ソース NAT は、プライベート IP アドレスを持つホストがパブリック ネット

ワークにアクセスできるようにする目的で使用します。。

ソース NAT を使用すると、発信側のネットワーク接続に対してのみ接続を開始できます。たと

えば、プライベート ネットワークからインターネットへの接続がこれに該当します。 普通は

ソース NAT を使用して、次の変換を実行します。

• 単一の IP アドレスを別の IP アドレスに変換する（たとえば、プライベート ネットワーク

にある単一のデバイスにインターネットへのアクセスを提供します）。

• 連続するアドレスのブロックを、同じサイズの別のアドレスのブロックに変換する。

• 連続するアドレスのブロックを、それより小さいサイズの別のアドレスのブロックに変換す

る。

• ポート変換を使用して、連続するアドレスのブロックを、単一の IP アドレスまたは元のブ

ロックより小さいサイズの別のアドレスのブロックに変換する。

• 連続するアドレスのブロックを、エグレス インターフェースのアドレスに変換する。

エグレス インターフェースのアドレスへの変換ではアドレス プールを必要としませんが、そ

れ以外のすべてのソース NAT 変換ではアドレス プールの構成が必要です。 同じサイズのアド

レス ブロックどうしの 1 対 1 または多対多の変換では、ポート変換を必要としません。これ

は、変換元の各アドレスに使用できるアドレスがプールに存在しているからです。

アドレス プールのサイズが変換元のアドレスの数よりも小さい場合は、同時に変換できるアド

レスの総数がアドレス プールのサイズで制限されます。それを避けるには、ポート変換が必要

になります。 たとえば、253 個のアドレスで構成するブロックを、アドレスが 10 個のアドレ

ス プールに変換すると、ポート変換を使用しない限り、同時に接続できるデバイスは最大で

10 台になります。

次のタイプのソース NAT がサポートされています。

• 元のソース IP アドレスからエグレス インターフェースの IP アドレスへの変換（インター

フェース NAT ともいいます）。 必ずポート アドレス変換が実行されます。

• 元のソース IP アドレスからユーザー定義のアドレス プールにある IP アドレスへの、ポー

ト アドレス変換を使用しない変換。 元のソース IP アドレスと変換後のソース IP アドレ

スとの関連付けは動的に実行されます。 元の IP アドレスに関連付けが存在していれば、同

じ NAT ルールに一致する新しいトラフィックで指定されている同じアドレスには、その関連

付けが使用されます。

• 元のソース IP アドレスからユーザー定義のアドレス プールにある IP アドレスへの、ポー

ト アドレス変換を使用した変換。 元のソース IP アドレスと変換後のソース IP アドレス

との関連付けは動的に実行されます。 元の IP アドレスに関連付けが存在していても、同じ

NAT ルールに一致する新しいトラフィックで指定されている同じアドレスは別のアドレスに

変換されます。

• 元のソース IP アドレスからユーザー定義のアドレス プールにある IP アドレスへの、IP

アドレス シフティングを使用した変換。 このタイプの変換は静的で 1 対 1 であり、ポー
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ト アドレス変換を使用しません。 元のソース IP アドレス範囲がユーザー定義のプールに

あるアドレス範囲よりも大きい場合、変換されなかったパケットは破棄されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1578ページのソース NAT プールについて

• 1581ページのソース NAT ルールについて

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1543ページのNAT の概要

ソース NAT プール

• ソース NAT プールについて 1578ページ

• PAT を使用したソース NAT プールについて 1579ページ

• PAT を使用しないソース NAT プールについて 1580ページ

• アドレス シフティングを使用したソース NAT プールについて 1580ページ

• 持続的アドレスについて 1581ページ

ソース NAT プールについて

ソース NAT アドレス プールでは、次を内容を指定します。

• ソース NAT アドレス プールの名前。

• 最大で 8 個のアドレス、またはアドレス範囲。

注: 1 つのルーティング インスタンスの中でソース NAT、宛先 NAT、および静的

NAT の NAT アドレスが重複しないようにします。

• 該当のプールが属するルーティング インスタンス（デフォルトはメインの inet.0 ルーティ

ング インスタンスです）。

• ポート変換なし（オプション）—ソース NAT ではデフォルトでポート アドレス変換が実行さ

れます。 port no-translation オプションを指定すると、ソース NAT プールでサポートでき

るホストの数は、アドレス プールにあるアドレスの数で制限されます。

• オーバーフロー プール（オプション）—指定のソース NAT プールに使用できるアドレスがな

い場合は、パケットが破棄されます。 port no-translation オプションを指定している場合

にこの不具合が発生しないようにするには、オーバーフロー プールを指定します。 元のソー

ス NAT プールにあるアドレスを使い切ると、IP アドレスとポート番号はオーバーフロー

プールから割り当てられます。 ユーザー定義のソース NAT プールまたはエグレス インター

フェースをオーバーフロー プールとして使用できます （オーバーフロー プールを使用する

と、アドレスとともにプール ID が返されます）。

• IP アドレス シフティング（オプション）—IP アドレスをシフトすることで、元のソース IP

アドレスの範囲を IP アドレスの別の範囲にマッピングできます。 元のソース IP アドレス

範囲のベース アドレスとともに host-address-base オプションを指定します。
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ソース NAT に raise-threshold オプションを構成すると、ソース NAT プールの使用率がこの

しきい値を超えたときに SNMP トラップがトリガーされます。 必要に応じて clear-threshold

オプションを構成すると、ソース NAT プールの使用率がこのしきい値を下回ったときに SNMP

トラップがトリガーされます。 clear-threshold を構成しない場合、このしきい値はデフォル

トで raise-threshold の値の 80% に設定されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1579ページのPAT を使用したソース NAT プールについて

• 1580ページのPAT を使用しないソース NAT プールについて

• 1580ページのアドレス シフティングを使用したソース NAT プールについて

• 1581ページの持続的アドレスについて

PAT を使用したソース NAT プールについて

ポート アドレス変換（PAT）を併用してソース プールを使用すると、Junos OS によってパケッ

トのソース IP アドレスとポート番号の両方が変換されます。 PAT を使用した場合は、同じ

IP アドレスを複数のホストで共有できます。

Junos OS では、セッションとそれが属するホストの対応を判断するために、割り当てられた

ポート番号のリストを保持しています。 PAT を有効にすると、最大 64,500 個のホストで 1

つの IP アドレスを共有できます。 各ソース プールには、複数の IP アドレス、複数の IP

アドレス範囲、またはその両方を収録できます。 PAT を使用したソース プールでは、そのソー

ス プールまたは Junos OS で持続的アドレス機能を有効にしていない限り、同じ 1 つのホス

トに対し、Junos OS によって同時セッションごとに異なるアドレスが割り当てられます。

インターフェース ソース プールおよび PAT を使用したソース プールでは、IP アドレスごと

にポート番号マッピングで範囲（1024, 65535）が使用できます。 範囲（1024, 63487）で同時

に割り当てられるポートは 1 つです。 範囲（63488, 65535）で、SIP、H.323、RTSP などの

RTP/RTCP アプリケーションに同時に割り当てられるポートは 2 つです。

PAT を有効にしたソース プールにあるアドレスを割り当てられた、ネットワーク アドレス変

換を必要とするポリシーが存在する場合、それに一致する複数のセッションをホストが開始す

ると、該当のデバイスはセッションごとに異なるソース IP アドレスを割り当てます。 そのよ

うなランダムなアドレスの割り当ては、各セッションに同じソース IP アドレスを必要とする

複数のセッションを作成するサービスでは問題となることがあります。 たとえば、AIM（AOL

インスタントメッセージ）クライアントを使用している場合は、複数のセッションで同じ IP

アドレスを持つことが重要です。

複数の同時セッションのホストに対して、ソース プールにある同じ IP アドレスをルーターが

割り当てるようにするには、ルーター単位で持続的 IP アドレスを有効にします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1581ページの持続的アドレスについて

• 1577ページのソース NAT について
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• 1578ページのソース NAT プールについて

• 1587ページの例: 1 つのアドレスを変換するソース NAT の構成

• 1591ページの例: PAT を使用して複数のアドレスを変換するソース NAT の構成

• 1603ページの例: アドレス シフティングを使用するソース NAT の構成

• 1608ページの例: 複数のルールを使用するソース NAT の構成

• 1615ページの例： ソース NAT と宛先 NAT の変換の構成

PAT を使用しないソース NAT プールについて

ソース プールを定義すると、Junos OS によってデフォルトで PAT が有効になります。 PAT

を無効にするには、ソース プールを定義するときに、ポート変換を使用しないように指定する

必要があります。

PAT を使用しないソース プールを使用すると、Junos OS により、ソース ポート番号に対して

PAT を実行せずにソースのネットワーク アドレス変換が実行されます。 特定のソース ポート

番号を固定したままにする必要があるアプリケーションでは、PAT を使用しないソース プール

を使用する必要があります。

ソース プールには、複数の IP アドレス、複数の IP アドレス範囲、またはその両方を収録で

きます。 PAT を使用しないソース プールでは、すべての同時セッションの同じホストに対し

て 1 つの変換済みソース アドレスが Junos OS によって割り当てられます。

PAT を使用しないソース プールごとにプールの使用率が計算されます。 アラームしきい値を

構成することで、プールの使用率アラームをオンにすることができます。 プール使用率がしき

い値を超えるたびおよびしきい値を下回るたびに、SNMP トラップがトリガーされます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1598ページの例: PAT を使用せずに複数のアドレスを変換するソース NAT の構成

• 1608ページの例: 複数のルールを使用するソース NAT の構成

• 1577ページのソース NAT について

• 1578ページのソース NAT プールについて

アドレス シフティングを使用したソース NAT プールについて

ソース NAT ルール セットの一致条件では、アドレス範囲を指定できません。ルールでは、ア

ドレスのプレフィックスのみを指定できます。 ソース NAT プールを構成するときに

host-base-address オプションを指定できます。このオプションでは、元のソース IP アドレス

範囲の開始 IP アドレスを指定します。

変換の対象となる元のソース IP アドレスの範囲は、ソース NAT プールにあるアドレスの数で

決まります。 たとえば、ソース NAT プールに 10 個の IP アドレスで構成した範囲がある場

合、ベース アドレスを始点として最大で10 個のソース IP アドレスを変換できます。 このタ

イプの変換は静的で 1 対 1 であり、ポート アドレス変換を使用しません。

ソース NAT ルールの一致条件では、ソース NAT プールで指定したアドレス範囲よりも大きい

範囲のアドレスを定義できます。 たとえば、ソース NAT プールにあるアドレス範囲を構成す
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る IP アドレスが 10 個のみであっても、一致条件では 256 個のアドレスを含むアドレス プ

レフィックスを指定できます。 パケットのソース IP アドレスがソース NAT ルールに一致し

ても、そのソース IP アドレスが、ソース NAT プールで指定されているアドレス範囲にない場

合、そのソース IP アドレスは変換されません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• ソース NAT について

• ソース NAT プールについて

• 例: アドレス シフティングを使用するソース NAT の構成

持続的アドレスについて

ソース NAT では、デフォルトでポート アドレス変換が実行されます。 ただし、同じホストで

発生したトラフィックであっても、元のソース アドレスが毎回同じ IP アドレスに変換される

とは限りません。 ソース NAT の address-persistent オプションを指定すると、ソース NAT

プールにある同じ IP アドレスが、複数の同時セッションで特定のホストに割り当てられるよ

うになります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1579ページのPAT を使用したソース NAT プールについて

ソース NAT ルールについて

ソース NAT ルールでは、一致条件に次の 2 つのレイヤーを指定します。

• トラフィック方向—発信側をインターフェース、ゾーン、またはルーティング インスタンスと

し、着信側をインターフェース、ゾーン、またはルーティング インスタンスとして、これらの

組み合わせを指定できます。 ルール セットごとに、異なる発信側と着信側で構成する必要が

あります。

• パケット情報—ソースおよび宛先の IP アドレスとサブネットを指定できます。

一致条件で複数のソース NAT ルールが重複している場合は、固有性が最も高いルールが選択さ

れます。 たとえば、ルール A とルール B で同じソース IP アドレスと宛先 IP アドレスを指

定していても、ルール A がゾーン 1 からゾーン 2 へのトラフィックを指定し、ルール B が

ゾーン 1 からインターフェース ge-0/0/0 へのトラフィックを指定している場合は、ルール B

を使用してソース NAT が実行されます。 インターフェースの一致はゾーンの一致よりも固有

性があると見なされ、ゾーンの一致はルーティング インスタンスの一致よりも固有性があると

見なされます。 ルール セットの一致の詳細については、1544ページの「「NAT ルール セットお

よびルールについて」」を参照してください。

ソース NAT で指定できるアクションは次のとおりです。

• off—ソース NAT を実行しません。

• pool—指定されたユーザー定義のアドレス プールを使用してソース NAT を実行します。
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• interface—エグレス インターフェースの IP アドレスを使用してソース NAT を実行します。

フローで処理される最初のパケットにあるトラフィックまたは ALG のファスト パスにあるト

ラフィックにソース NAT ルールが適用されます。 ソース NAT ルールが処理されるタイミング

は、静的 NAT ルール、宛先 NAT ルール、および静的 NAT ルールの逆マッピングが処理された

後であると同時に、ルートとセキュリティ ポリシーのルックアップが実行された後です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1544ページのNAT ルール セットおよびルールについて

ソース NAT 構成の概要

ソース NAT の主な構成タスクは次のとおりです。

1. ネットワークとセキュリティの要件に即したソース NAT アドレス プールを構成します（イ

ンターフェース NAT では不要です）。

2. プールの使用率アラームの構成（オプション）—プール使用率のしきい値を指定します。

3. アドレス持続性の構成（オプション）—複数の同時セッションで、ソース NAT プールにある

同じ IP アドレスがホストに毎回割り当てられるようにします。

4. ネットワークとセキュリティの要件に即したソース NAT ルールを構成します。

5. イングレス インターフェースの同じサブネットにある複数の IP アドレスについて、NAT

プロキシ ARP エントリを構成する。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1583ページの例: エグレス インターフェースを変換するソース NAT の構成

• 1587ページの例: 1 つのアドレスを変換するソース NAT の構成

• 1591ページの例: PAT を使用して複数のアドレスを変換するソース NAT の構成

• 1598ページの例: PAT を使用せずに複数のアドレスを変換するソース NAT の構成

• 1603ページの例: アドレス シフティングを使用するソース NAT の構成

• 1608ページの例: 複数のルールを使用するソース NAT の構成

• 1615ページの例： ソース NAT と宛先 NAT の変換の構成

• 1650ページのNAT 構成の確認

ソース NAT 構成の例

• 例: エグレス インターフェースを変換するソース NAT の構成 1583ページ

• 例: 1 つのアドレスを変換するソース NAT の構成 1587ページ

• 例: PAT を使用して複数のアドレスを変換するソース NAT の構成 1591ページ

• 例: PAT を使用したソース NAT プールの容量の構成 1596ページ
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• 例: PAT を使用せずに複数のアドレスを変換するソース NAT の構成 1598ページ

• 例: アドレス シフティングを使用するソース NAT の構成 1603ページ

• 例: 複数のルールを使用するソース NAT の構成 1608ページ

• 例： ソース NAT と宛先 NAT の変換の構成 1615ページ

例: エグレス インターフェースを変換するソース NAT の構成

この例では、プライベート アドレスをエグレス インターフェースのパブリック アドレスに

ソース NAT マッピングする処理の構成方法を示しています。

• 要件 1583ページ

• 概要 1583ページ

• 構成 1584ページ

• 確認 1586ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1584ページの図136 では、Trust

ゾーンでプライベート アドレスを持つデバイスが、エグレス インターフェース ge-0/0/0 を

経由してパブリック ネットワークにアクセスしています。 Untrust ゾーンの宛先アドレスを

指定して Trust ゾーンから Juniper Networks セキュリティ デバイスに着信するパケットに

対しては、ソース IP アドレスがエグレス インターフェースの IP アドレスに変換されます。

注: エグレス インターフェースを使用するソース NAT では、ソース NAT プールが

不要です。 エグレス インターフェースではプロキシ ARP を構成する必要はありま

せん。

1583Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第50章: ネットワーク アドレス変換

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/interfaces/junos-security-swconfig-interfaces.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/interfaces/junos-security-swconfig-interfaces.pdf


図 136: エグレス インターフェースを変換するソース NAT
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この例では、次の構成を説明しています。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのあらゆるパケットに一致するルール r1 を含むソース

NAT ルール セット rs1。 一致するパケットについては、ソース アドレスがエグレス イン

ターフェースの IP アドレスに変換されます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust
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set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat interface

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

エグレス インターフェースへのソース NAT 変換を構成するには、以下の手順に従います。

1. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

2. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスをエグレス イン

ターフェースのアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat interface

3. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 0.0.0.0/0;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

interface;
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}

}

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT ルールの使用の確認 1586ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1586ページ

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要
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例: 1 つのアドレスを変換するソース NAT の構成

この例では、単一のプライベート アドレスをパブリック アドレスにソース NAT マッピングす

る処理の構成方法を示しています。

• 要件 1587ページ

• 概要 1587ページ

• 構成 1589ページ

• 確認 1591ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1588ページの図137 では、Trust

ゾーンでプライベート アドレス 192.168.1.200 を持つデバイスがパブリック ネットワークに

アクセスしています。 Untrust ゾーンの宛先アドレスにこのデバイスから送信されるパケット

に対しては、ソース IP アドレスが Juniper Networks セキュリティ デバイスによってパブ

リック IP アドレス 1.1.1.200/32 に変換されます。
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図 137: 単一のアドレスを変換するソース NAT
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この例では、次の構成を説明しています。

• IP アドレス 1.1.1.200/32 を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

• ソース IP アドレス 192.168.1.200/32 を指定して Trust ゾーンから Untrust ゾーンに着

信するパケットに一致するルール r1 を含むソース NAT ルール セット rs1。 一致するパ

ケットについては、ソース アドレスが src-nat-pool-1 プールにある IP アドレスに変換さ

れます。

• インターフェース ge-0/0/0,0 のアドレス 1.1.1.200 に対するプロキシ ARP。 これにより、

Juniper Networks セキュリティ デバイスは、このアドレス宛てにこのインターフェースで

受信した ARP 要求に応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.200/32

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.200/32

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

単一の IP アドレスを変換するソース NAT を構成するには、以下の手順に従います。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.200/32

2. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

3. パケットを照合して、一致したパケットで指定されているソース アドレスをプールにあ

るアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.200/32

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

4. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200

5. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit
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結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 192.168.1.200/32;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プールの使用の確認 1591ページ

• ソース NAT ルールの使用の確認 1591ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1591ページ

ソース NAT プールの使用の確認

目的 IP アドレスを使用するソース NAT プールからのトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source pool all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを

確認します。

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

例: PAT を使用して複数のアドレスを変換するソース NAT の構成

この例では、ポート アドレス変換を使用して、プライベート アドレス ブロックをそれよりも

小さいパブリック アドレス ブロックにソース NAT マッピングする処理の構成方法を示してい

ます。

• 要件 1592ページ

• 概要 1592ページ

• 構成 1594ページ

• 確認 1596ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1593ページの図138 では、Trust

ゾーンから Untrust ゾーンに送信されるパケットで指定されたソース IP アドレスを、それよ

り小さい 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.24/32 の範囲のパブリック アドレス ブロックにマッピングし

ています。 ソース NAT アドレス プールのサイズが、変換を必要とするアドレスの数に満たな

い可能性があるので、ポート アドレス変換を使用します。

注: ポート アドレス変換では、ソース IP アドレス マッピングによるソース ポー

ト番号を扱います。 これにより、プライベート ネットワークにある複数のアドレ

スを、それより少ない数のパブリック IP アドレスにマッピングできます。 ソース

NAT プールでは、デフォルトでポート アドレス変換が有効になっています。
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図 138: PAT を使用した複数アドレスのソース NAT
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この例では、次の構成を説明しています。

• IP アドレス範囲 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.24/32 を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのすべてのパケットに一致するソース NAT ルール セッ

ト rs1。 一致するパケットについては、ソース IP アドレスが src-nat-pool-1 プールにあ

る IP アドレスに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 のアドレス 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.24/32 に対するプロキシ

ARP。 これにより、Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これらのアドレスに対し

てこのインターフェースで受信した ARP 要求に応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 10.1.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 10.1.2.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

プライベート アドレス ブロックからそれよりも小さいパブリック アドレス ブロックへの、

PAT を使用したソース NAT マッピングを構成するには、以下の手順に従います。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.1 to 1.1.1.24

2. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

3. パケットを照合して、一致したパケットで指定されているソース アドレスをプールにあ

るアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address [10.1.1.0/24 10.1.2.0/24

192.168.1.0/24]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

4. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1 to 1.1.1.24

5. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]
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user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32;

}

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address [10.1.1.0/24 10.1.2.0/24 192.168.1.0/24];

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}
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デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プールの使用の確認 1596ページ

• ソース NAT ルールの使用の確認 1596ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1596ページ

ソース NAT プールの使用の確認

目的 IP アドレスを使用するソース NAT プールからのトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source pool all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを

確認します。

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1579ページのPAT を使用したソース NAT プールについて

例: PAT を使用したソース NAT プールの容量の構成

この例では、ポート アドレス変換（PAT）にデフォルトのポート範囲が設定されていない場合

またはデフォルトのポート範囲を変更する場合に、PAT を使用したソース NAT プールの容量を

構成する方法を示しています。 IP アドレスごとに変換を設定します。 ソース プールのサイ

ズが大きくなったとき、現在のポート番号の制限を超える場合はポートを割り当て直す必要が

あります。

• 要件 1597ページ

• 概要 1597ページ
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• 構成 1597ページ

• 確認 1598ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、IP アドレスごとに 32K 個のポートを設定して、2048 個の IP アドレスで構成す

る PAT プールを構成する方法を示しています。

構成

CLI 簡単構成 PAT を使用したソース NAT プールの容量を迅速に構成するには、次のコマンドをコピーして

CLI に貼り付けます。

[edit security nat source]

set pool src-nat-pat-addr address 1.1.1.0/32 to 1.1.4.255/32

set pool src-nat-pat-addr address 1.1.5.0/32 to 1.1.8.255/32

set pool-default-port-range 2001

set pool-default-port-range to 32720

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

PAT を使用したソース NAT プールの容量を構成するには、以下の手順に従います。

1. PAT と IP アドレス範囲を設定したソース NAT プールを指定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pat-addr address 1.1.1.0/32 to 1.1.4.255/32

user@host#set pool src-nat-pat-addr address 1.1.5.0/32 to 1.1.8.255/32

2. ソース プールのデフォルトのポート範囲を指定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool-default-port-range 2001

user@host# set pool-default-port-range to32720

結果 構成モードで show security nat-source-summary コマンドを入力して、指定した構成を確認し

ます。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正しま

す。

root@host> run show security nat source summary

Total port number usage for port translation pool: 16515072

Maximum port number for port translation pool: 134217728

Total pools: 1

Pool Address Routing PAT Total Name Range Instance Address pool2 30.1.1.1-30.1.1.3 default yes

2048
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Name Range Instance Address

pool1 60.0.0.0-60.0.0.225 default yes 256

Total rules: 1

Rule name Rule set From To Action

rule 1 ruleset1 ge-2/2/2.0 ge-2/2/3.0 pool1

rule 1 ge-2/2/4.0 ge-2/2/5.0

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プールの容量の確認 1598ページ

ソース NAT プールの容量の確認

目的 ポートとプールの情報を表示します。 ポートの制限は自動的にチェックされるので、ポート制

限を超過している場合は構成がコミットされません。

アクション 動作モードで show security nat source summary コマンドを入力して、ポートとプールの詳細

を表示します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1579ページのPAT を使用したソース NAT プールについて

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1591ページの例: PAT を使用して複数のアドレスを変換するソース NAT の構成

例: PAT を使用せずに複数のアドレスを変換するソース NAT の構成

この例では、ポート アドレス変換を使用せずに、プライベート アドレス ブロックをそれより

も小さいパブリック アドレス ブロックにソース NAT マッピングする処理の構成方法を示して

います。

注: ソース NAT プールでは、デフォルトでポート アドレス変換が有効になってい

ます。 ポート アドレス変換を無効にすると、ソース NAT プールで同時に実行でき

る変換の数は、プールにあるアドレスの数に制限されます。 ソース NAT プールに

使用できるアドレスがないと、パケットは破棄されます。 必要に応じてオーバーフ

ロー プールを指定できます。元のソース NAT プールに使用できるアドレスがない

場合は、オーバーフロー プールにある IP アドレスとポートが割り当てられます。

• 要件 1599ページ

• 概要 1599ページ

• 構成 1601ページ

• 確認 1603ページ

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1598

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1600ページの図139 では、Trust

ゾーンから Untrust ゾーンに送信されるパケットで指定されたソース IP アドレスを、それよ

り小さい 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.24/32 の範囲のパブリック アドレス ブロックにマッピングし

ています。
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図 139: PAT を使用しない複数アドレスのソース NAT
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この例では、次の構成を説明しています。

• IP アドレス範囲 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.24/32 を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

このプールには port no-translation オプションを指定します。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのすべてのパケットに一致するソース NAT ルール セッ

ト rs1。 一致するパケットについては、ソース IP アドレスが src-nat-pool-1 プールにあ

る IP アドレスに変換されます。
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• インターフェース ge-0/0/0.0 のアドレス 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.24/32 に対するプロキシ

ARP。 これにより、Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これらのアドレスに対し

てこのインターフェースで受信した ARP 要求に応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32

set security nat source pool src-nat-pool-1 port no-translation

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

プライベート アドレス ブロックからそれよりも小さいパブリック アドレス ブロックへの、

PAT を使用しないソース NAT マッピングを構成するには、以下の手順に従います。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.1 to 1.1.1.24

2. port no-translation オプションを指定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 port no-translation

3. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

4. パケットを照合して、一致したパケットで指定されているソース アドレスをプールにあ

るアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1
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5. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1 to 1.1.1.24

6. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32;

}

port no-translation;

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 0.0.0.0/0;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1602

Junos OS セキュリティ構成ガイド



destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プールの使用の確認 1603ページ

• ソース NAT ルールの使用の確認 1603ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1603ページ

ソース NAT プールの使用の確認

目的 IP アドレスを使用するソース NAT プールからのトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source pool all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを

確認します。

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1580ページのPAT を使用しないソース NAT プールについて

例: アドレス シフティングを使用するソース NAT の構成

この例では、オプションのアドレス シフティングを使用してプライベート アドレス範囲をパ

ブリック アドレスにソース NAT マッピングする処理の構成方法を示しています。 このマッピ
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ングは、元のソース IP アドレスと変換後の IP アドレスとの 1 対 1 のマッピングなので、

ポート変換は実行しません。

注: ソース NAT ルール セットの一致条件では、アドレス範囲を指定できません。

ルールでは、アドレスのプレフィックスのみを指定できます。 ソース NAT プール

を構成するときに host-base-address オプションを指定できます。このオプション

では、元のソース IP アドレス範囲の開始 IP アドレスを指定します。

変換の対象となる元のソース IP アドレスの範囲は、ソース NAT プールにあるアド

レスの数で決まります。 たとえば、ソース NAT プールに 10 個の IP アドレスで

構成した範囲がある場合、ベース アドレスを始点として最大で10 個のソース IP

アドレスを変換できます。

ソース NAT ルールの一致条件では、ソース NAT プールで指定したアドレス範囲よ

りも大きい範囲のアドレスを定義できます。 たとえば、ソース NAT プールにある

アドレス範囲を構成する IP アドレスが 10 個のみであっても、一致条件では 256

個のアドレスを含むアドレス プレフィックスを指定できます。 パケットのソース

IP アドレスがソース NAT ルールに一致しても、そのソース IP アドレスが、ソー

ス NAT プールで指定されているアドレス範囲にない場合、そのソース IP アドレス

は変換されません。

• 要件 1604ページ

• 概要 1604ページ

• 構成 1606ページ

• 確認 1608ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セキュ

リティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1605ページの図140 では、Trust

ゾーンにあるプライベート アドレスの範囲が、Untrust ゾーンにあるパブリック アドレスの

範囲にマッピングされます。 Trust ゾーンから Untrust ゾーンに送信されるパケットについ

ては、192.168.1.10/32 ～ 192.168.1.20/32 の範囲のソース IP アドレスが、1.1.1.30/32 ～

1.1.1.40/32 の範囲のパブリック アドレスに変換されます。
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図 140: アドレス シフティングを使用したソース NAT
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この例では、次の構成を説明しています。

• 1.1.1.30/32 ～ 1.1.1.40/32 の IP アドレス範囲を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

このプールでは、元のソース IP アドレス範囲の開始アドレスは 192.168.1.10/32 で、これ

は host-address-base オプションで指定します。

• 192.168.1.0/24 サブネットのソース IP アドレスを指定して Trust ゾーンから Untrust

ゾーンに着信するパケットに一致するルール r1 を含むソース NAT ルール セット rs1。

src-nat-pool-1 構成で指定されたソース IP アドレス範囲に該当する一致パケットについて

は、ソース アドレスが src-nat-pool-1 プールにある IP アドレスに変換されます。
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• インターフェース ge-0/0/0.0 のアドレス 1.1.1.30/32 ～ 1.1.1.40/32 に対するプロキシ

ARP。 これにより、Juniper Networks セキュリティ デバイスは、このアドレス宛てにこの

インターフェースで受信した ARP 要求に応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32

set security nat source pool src-nat-pool-1 host-address-base 192.168.1.10/32

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

アドレス シフティングを使用したソース NAT マッピングを構成するには、以下の手順に従い

ます。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32

2. 元のソース IP アドレス範囲の開始アドレスを指定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 host-address-base 192.168.1.10/32

3. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

4. パケットを照合して、一致したパケットで指定されているソース アドレスをプールにあ

るアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.0/24

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

5. プロキシ ARP を構成します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1606

Junos OS セキュリティ構成ガイド



[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32

6. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32;

}

host-address-base 192.168.1.10/32;

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 192.168.1.0/24;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}
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then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プールの使用の確認 1608ページ

• ソース NAT ルールの使用の確認 1608ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1608ページ

ソース NAT プールの使用の確認

目的 IP アドレスを使用するソース NAT プールからのトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source pool all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを

確認します。

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1580ページのアドレス シフティングを使用したソース NAT プールについて

例: 複数のルールを使用するソース NAT の構成

この例では、複数のルールを使用したソース NAT マッピングを構成する方法を示します。

• 要件 1609ページ

• 概要 1609ページ
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• 構成 1611ページ

• 確認 1615ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セキュ

リティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1610ページの図141 では、Juniper

Networks セキュリティ デバイスで次の変換を実行して、Trust ゾーンから Untrust ゾーンへ

のトラフィックに対するソース NAT マッピングを実現しています。

• 10.1.1.0/24 サブネットおよび 10.1.2.0/24 サブネットによって Untrust ゾーンの任意の

アドレスに送信されるパケットのソース IP アドレスは、ポート変換によって 192.0.0.1 ～

192.0.0.24 の範囲にあるパブリック アドレスに変換されます。

• 192.168.1.0/24 サブネットによって Untrust ゾーンの任意のアドレスに送信されるパケッ

トのソース IP アドレスは、ポート変換を使用せずに 192.0.0.100 ～ 192.0.0.249 の範囲

にあるパブリック アドレスに変換されます。

• 192.168.1.250/32 のホスト デバイスによって送信されるパケットのソース IP アドレスは

変換されません。
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図 141: 複数の変換ルールを持つソース NAT

Trust

ge-0/0/0
192.0.0.0/24SRX

Untrust

IP IP

10.1.1.0/24, 10.1.2.0/24

192.168.1.0/24

192.168.1.250/32

192.0.0.1 192.0.0.24

192.0.0.100 192.0.0.249

NAT

10.1.1.0/24 192.168.1.0/24

10.1.2.0/24

192.168.1.250/32

g030673

この例では、次の構成を説明しています。

• 192.0.0.1 ～ 192.0.0.24 の IP アドレス範囲を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

• 192.0.0.100 ～ 192.0.0.249 の IP アドレス範囲を含み、ポート アドレス変換を無効にし

たソース NAT プール src-nat-pool-2。
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注: ポート アドレス変換を無効にすると、ソース NAT プールで同時に実行でき

る変換の数は、プールにあるアドレスの数に制限されます。 ソース NAT プール

に使用できるアドレスがないと、パケットは破棄されます。 必要に応じてオー

バーフロー プールを指定できます。元のソース NAT プールに使用できるアドレ

スがない場合は、オーバーフロー プールにある IP アドレスとポートが割り当て

られます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのパケットに一致するソース NAT ルール セット rs1。

ルール セット rs1 には、次の複数のルールが設定されています。

• 10.1.1.0/24 サブネットまたは 10.1.2.0/24 サブネットにあるソース IP アドレスのパ

ケットに一致するルール r1。 一致するパケットについては、ソース アドレスが

src-nat-pool-1 プールにある IP アドレスに変換されます。

• ソース IP アドレス 192.168.1.250/32 を指定したパケットに一致するルール r2。 一致

するパケットに対しては、NAT 変換が実行されません。

• 192.168.1.0/24 サブネットにあるソース IP アドレスを指定したパケットに一致するルー

ル r3。 一致するパケットについては、ソース アドレスが src-nat-pool-2 プールにある

IP アドレスに変換されます。

注: ルール セットの中でトラフィックに最初に一致したルールが使用されるの

で、ルール セットにルールを配置する順番は重要です。 したがって、具体的

な IP アドレスに一致するルール r2 は、デバイスが存在するサブネットに一

致するルール r3 よりも前に配置する必要があります。

• インターフェース ge-0/0/0.0 のアドレス 192.0.0.1 ～ 192.0.0.24 および 192.0.0.100

～ 192.0.0.249 に対するプロキシ ARP。 これにより、Juniper Networks セキュリティ デ

バイスは、これらのアドレスに対してこのインターフェースで受信した ARP 要求に応答でき

ます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 192.0.0.1/32 to 192.0.0.24/32

set security nat source pool src-nat-pool-2 address 192.0.0.100/32 to 192.0.0.249/32

set security nat source pool src-nat-pool-2 port no-translation

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 10.1.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 10.1.2.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat source rule-set rs1 rule r2 match source-address 192.168.1.250/32

set security nat source rule-set rs1 rule r2 match destination-address 0.0.0.0/0
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set security nat source rule-set rs1 rule r2 then source-nat off

set security nat source rule-set rs1 rule r3 match source-address 192.168.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r3 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r3 then source-nat pool src-nat-pool-2

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 192.0.0.1/32 to 192.0.0.24/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 192.0.0.100/32 to 192.0.0.249/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

ルール セットに複数のソース NAT ルールを構成するには、以下の手順に従います。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 192.0.0.1 to 192.0.0.24

2. ポート変換を使用しないソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-2 address 192.0.0.100 to 192.0.0.249

user@host# set pool src-nat-pool-2 port no-translation

注: エグレス インターフェースを使用して src-nat-pool-2 のオーバーフロー

プールを構成するには、以下の手順に従います。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-2 overflow-pool interface

3. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

4. パケットを照合して、一致したパケットで指定されているソース アドレスをプールにあ

るアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address [10.1.1.0/24 10.1.2.0/24]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

5. ソース アドレスの変換対象としないパケットに一致するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r2 match source-address 192.168.1.250/32

user@host# set rule-set rs1 rule r2 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r2 then source-nat off
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6. 一致したパケットのソース アドレスを、ポート変換を使用せずにプールにあるアドレス

に変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r3 match source-address 192.168.1.0/24

user@host# set rule-set rs1 rule r3 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r3 then source-nat pool src-nat-pool-2

7. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 192.0.0.1 to 192.0.0.24

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 192.0.0.100 to 192.0.0.249

8. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

192.0.0.1/32 to 192.0.0.24/32;

}

}

pool src-nat-pool-2 {

address {

192.0.0.100/32 to 192.0.0.249/32;

}

port no-translation;

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address [ 10.1.1.0/24 10.1.2.0/24 ];

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}
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rule r2 {

match {

source-address 192.168.1.250/32;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

off;

}

}

}

rule r3 {

match {

source-address 192.168.1.0/24;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-2;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

192.0.0.1/32 to 192.0.0.24/32;

192.0.0.100/32 to 192.0.0.249/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1614

Junos OS セキュリティ構成ガイド



確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プールの使用の確認 1615ページ

• ソース NAT ルールの使用の確認 1615ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1615ページ

ソース NAT プールの使用の確認

目的 IP アドレスを使用するソース NAT プールからのトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source pool all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを

確認します。

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1581ページのソース NAT ルールについて

例： ソース NAT と宛先 NAT の変換の構成

この例では、ソース NAT マッピングと宛先 NAT マッピングの両方を構成する方法を示してい

ます。

• 要件 1616ページ

• 概要 1616ページ

• 構成 1618ページ

• 確認 1621ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1617ページの図142 では、Juniper

Networks セキュリティ デバイスで次の変換を実行します。

• Trust ゾーンにあるプライベート アドレス 192.168.1.200 のデバイスから Untrust ゾーン

にある任意のアドレスに送信されるパケットのソース IP アドレスは、1.1.1.10 ～ 1.1.1.14

の範囲のパブリック アドレスに変換されます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンに送信されるパケットの宛先 IP アドレス 1.1.1.100/32

は、アドレス 10.1.1.200/32 に変換されます。
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図 142: ソース NAT 変換および宛先 NAT 変換
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この例では、次の構成を説明しています。

• 1.1.1.10 ～ 1.1.1.14 の IP アドレス範囲を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのあらゆるパケットに一致するルール r1 を含むソース

NAT ルール セット rs1。 一致するパケットについては、ソース アドレスが src-nat-pool-1

プールにある IP アドレスに変換されます。

• IP アドレス 10.1.1.200/32 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-1。

• 宛先 IP アドレス 1.1.1.100 を指定して Trust ゾーンから着信するパケットに一致するルー

ル r1 を含む宛先 NAT ルール セット rs1。 パケットの照合では、宛先アドレスが

dst-nat-pool-1 プールにある IP アドレスに変換されます。
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• インターフェース ge-0/0/0.0 のアドレス 1.1.1.10 ～ 1.1.1.14 および 1.1.1.100/32 に

対するプロキシ ARP。 これにより、Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これらの

アドレスに対してこのインターフェースで受信した ARP 要求に応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。

• Untrust ゾーンから Trust ゾーンの変換済み宛先 IP アドレスへのトラフィックを許可する

セキュリティ ポリシー。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.10/32 to 1.1.1.14/32

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address 10.1.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 from zone untrust

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.100/32

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.10/32 to 1.1.1.24/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.100/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

set security address-book global address dst-nat-pool-1 10.1.1.200/32

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-1-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-1-access match

destination-address dst-nat-pool-1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-1-access match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-1-access then

permit

ステップごとの手順 次の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動することが要求されます。 この操作の手順に

ついては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

ソース NAT 変換および宛先 NAT 変換を構成するには、以下の手順に従います。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.10 to 1.1.1.14

2. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1618

Junos OS セキュリティ構成ガイド



user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

3. パケットを照合して、一致したパケットで指定されているソース アドレスをソース NAT

プールにあるアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

4. 宛先 NAT プールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set pool dst-nat-pool-1 address 10.1.1.200/32

5. 宛先 NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 from zone untrust

6. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスを宛先 NAT プー

ルにあるアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.100/32

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

7. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.10 to 1.1.1.14

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.100

8. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

9. グローバル アドレス帳でアドレスを構成します。

[edit security address-book global]

user@host# set address dst-nat-pool-1 10.1.1.200/32

10. Untrust ゾーンから Trust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy dst-nat-pool-1-access match source-address any

destination-address dst-nat-pool-1 application any

user@host# set policy dst-nat-pool-1-access then permit

結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat
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source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.10/32 to 1.1.1.14/32;

}

}

rule-set rs1 {

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 0.0.0.0/0;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

destination {

pool dst-nat-pool-1 {

address 10.1.1.200/32;

}

rule-set rs1 {

from zone untrust;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.100/32;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-1;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.10/32 to 1.1.1.24/32;

1.1.1.100/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

}
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policy internet-access {

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy dst-nat-pool-1-access {

match {

source-address any;

destination-address dst-nat-pool-1;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プールの使用の確認 1621ページ

• ソース NAT ルールの使用の確認 1621ページ

• 宛先 NAT プールの使用の確認 1621ページ

• 宛先 NAT ルールの使用の確認 1622ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1622ページ

ソース NAT プールの使用の確認

目的 IP アドレスを使用するソース NAT プールからのトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source pool all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを

確認します。

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

宛先 NAT プールの使用の確認

目的 宛先 NAT プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを確認します。
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アクション 動作モードで、show security nat destination pool all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあるこ

とを確認します。

宛先 NAT ルールの使用の確認

目的 宛先 NAT ルールに一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat destination rule all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1558ページの宛先 NAT について

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

ソース NAT でのポートのランダム化の無効化（CLI 手順）

プールベースのソース NAT とインターフェース NAT では、ポート番号がデフォルトでランダ

ムに割り当てられます。 ポート番号をランダムに割り当てることで、DNS ポイズニング攻撃の

ようなセキュリティ上の脅威に対する防御を実現できますが、プールベースのソース NAT では

パフォーマンスの低下とメモリ使用量の増加が発生することがあります。

ポートのランダム化を無効にするには、[edit security nat source] 階層レベルで

port-randomization disable ステートメントを使用します。 ポートのランダム化を再度有効に

するには、[edit security nat source] 階層レベルで port-randomization ステートメントを使

用します。

user@host# set security nat source port-randomization disable

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1577ページのソース NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

持続的 NAT および持続的 NAT64

• 持続的 NAT および持続的 NAT64 について 1623ページ

• Session Traversal Utilities for NAT（STUN）プロトコルについて 1624ページ
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• 持続的 NAT および持続的 NAT64 の構成の概要 1625ページ

• 例: ソース NAT アドレス プールでの持続的 NAT の構成（CLI） 1626ページ

• 例: インターフェース NAT での持続的 NAT の構成（CLI） 1628ページ

• 例: IPv6 クライアントに対する Address-Dependent フィルタリングの構成 1629ページ

• 例: IPv6 クライアントに対する Endpoint-Independent フィルタリングの構成 1632ページ

持続的 NAT および持続的 NAT64 について

持続的 NAT を使用すると、NAT ファイアウォールを通過するにときにアプリケーションで

Session Traversal Utilities for NAT（STUN）プロトコルを使用できます（1624ページの

「「Session Traversal Utilities for NAT（STUN）プロトコルについて」」を参照してくださ

い）。 持続的 NAT により、同一の内部トランスポート アドレスから発生したすべての要求

が、同じreflexive transport address（STUN サーバーに最も近い NAT デバイスで作成された

パブリック IP アドレスとポート）にマッピングされます。

NAT64 は、IPv6 パケットと IPv4 パケットとの間で両方向の変換を実現する機能です。NAT64

を使用する IPv6 クライアントは、ユニキャスト UDP、TCP、または ICMP を使用して IPv4

サーバーにアクセスできます。 これは ネットワーク アドレス変換 - プロトコル変換（NAT-PT）

を拡張した機能です。

NAT64 では次の機能をサポートしています。

• Endpoint-Independent マッピング

• Endpoint-Independent フィルタリングおよび Address-Dependent フィルタリング

注: NAT64 のマッピングとフィルタリングは、NAT のマッピングとフィルタリング

と同じ機能を提供します。

Juniper Networks デバイスでは次のタイプの持続的 NAT を構成できます。

• 任意のリモート ホスト—特定の内部 IP アドレスとポートからのすべての要求は、同じ再帰

トランスポート アドレスにマッピングされます。 どの外部ホストも、この再帰トランスポー

ト アドレスにパケットを送信することで、内部ホストにパケットを送信できます。

• ターゲット ホスト—特定の内部 IP アドレスとポートからのすべての要求は、同じ再帰トラ

ンスポート アドレスにマッピングされます。 外部ホストは、この再帰トランスポート アド

レスにパケットを送信することで、内部ホストにパケットを送信できます。 内部ホストは、

この外部ホストの IP アドレスに前もってパケットを送信しておく必要があります。

• ターゲット ホストのポート—特定の内部 IP アドレスとポートからのすべての要求は、同じ

再帰トランスポート アドレスにマッピングされます。 外部ホストは、この再帰トランスポー

ト アドレスにパケットを送信することで、内部ホストにパケットを送信できます。 内部ホ

ストは、この外部ホストの IP アドレスとポートに前もってパケットを送信しておく必要が

あります。

注: IPv6 アドレスで構成した NAT64 では、ターゲット ホストのポートの構成を

使用できません。
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ソース NAT ルールで、いずれかのタイプの持続的 NAT を構成します。 ソース NAT ルールの

アクションでは、ソース NAT プール（ポート変換の使用は任意）またはエグレス インター

フェースを使用できます。 持続的 NAT のバインディングは内部から外部への発信セッション

を基本としているので、宛先 NAT に持続的 NAT は適用できません。

注: Junos OS では、通常のインターフェース NAT トラフィックでのみポートのオー

バーロードが使用されます。 持続的 NAT ではポートのオーバーロードをサポート

していないので、[edit security nat source] 階層レベルで port-overloading off

オプションを指定して、ポートのオーバーロードを明示的に無効にする必要があり

ます。

注: Junos OS リリース 11.2 以降では、ソース NAT ルールで IPv6 アドレスと持

続的 NAT を同時に構成できるようになります。

持続的 NAT トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを構成するには、2 つ

の新しい事前定義済みサービスである junos-stun および junos-persistent-nat を使用します。

注: 持続的 NAT は、持続的アドレスとは異なる機能です（1581ページの「「持続的ア

ドレスについて」」を参照してください）。 持続的アドレスの機能は、デバイスに

構成したソース NAT プールのアドレス マッピングに適用します。 持続的 NAT の

機能は、外部 NAT デバイスのアドレス マッピングに適用し、特定のソース NAT

プールまたはエグレス インターフェースについて構成します。 また、持続的 NAT

は、STUN クライアント/サーバー アプリケーションで使用することを目的としてい

ます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1624ページのSession Traversal Utilities for NAT（STUN）プロトコルについて

• 1625ページの持続的 NAT の構成の概要

• 1577ページのソース NAT について

• 1626ページの例: ソース NAT アドレス プールでの持続的 NAT の構成（CLI）

• 1628ページの例: インターフェース NAT での持続的 NAT の構成（CLI）

Session Traversal Utilities for NAT（STUN）プロトコルについて

NAT 環境では適切に機能しないビデオ アプリケーションと音声アプリケーションが多数ありま

す。 たとえば、VoIP で使用するセッション開始プロトコル（SIP）は、アプリケーション デー

タの中に IP アドレスとポート番号をエンコードしています。 要求元と要求先の間に NAT ファ

イアウォールが存在していると、データにエンコードされた IP アドレスとポート番号が変換

されることで、このデータの情報が無効になります。

また、NAT ファイアウォールでは、着信 SIP メッセージに対してピンホールが維持されませ

ん。 その結果、SIP アプリケーションでは、SIP メッセージで継続的にピンホールを更新する
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か、ALG を使用して登録を追跡する必要がありますが、ゲートウェイ デバイスによっては、ALG

の機能がサポートされていないことがあります。

Session Traversal Utilities for NAT（STUN）プロトコルは、 RFC 3489『Simple Traversal

of User Datagram Protocol (UDP) Through Network Address Translators (NATs)』 で初めて

定義され、 RFC 5389『Session Traversal Utilities for NAT』で定義し直された、シンプル

なクライアント/サーバー プロトコルです。 STUN クライアントは STUN サーバーに要求を送

信し、それを受信した STUN サーバーは STUN クライアントに応答します。 STUN クライアン

トは、パブリック IP アドレスとポート（またはそのいずれか）を要求するアプリケーション

に組み込まれていることが普通です。 STUN クライアントは PC などのエンド システムやネッ

トワーク サーバーに配置できますが、STUN サーバーはパブリック インターネットに接続して

いることが普通です。

注: STUN クライアントと STUN サーバーは、アプリケーション側で用意する必要が

あります。 Juniper Networks では、STUN クライアントも STUN サーバーも提供し

ていません。

STUN プロトコルを使用するクライアントでは、以下の処理が可能です。

• アプリケーションが NAT ファイアウォールのどちら側にあるかを検出する。

• 使用している NAT バインディングのタイプを判断する（1623ページの「「持続的 NAT につい

て」」を参照してください）。

• 再帰トランスポート アドレスを確認する。これは、STUN サーバーに最も近い NAT デバイス

によって割り当てられる IP アドレスとポートのバインディングです （STUN クライアント

と STUN サーバーとの間には複数レベルの NAT が存在することがあります）。

クライアント アプリケーションでは、SIP や H.323 などのプロトコルの中で IP アドレス バ

インディングの情報を使用できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1625ページの持続的 NAT の構成の概要

• 1623ページの持続的 NAT について

持続的 NAT および持続的 NAT64 の構成の概要

持続的 NAT を構成するには、ソース NAT プールまたはエグレス インターフェースに対する

ソース NAT ルールのアクションで以下のオプションを指定します。

• 持続的 NAT のタイプ—任意のリモート ホスト、ターゲット ホスト、またはターゲット ホス

ト ポートのいずれかを指定します（1623ページの「「持続的 NAT および持続的 NAT64 につい

て」」を参照してください）。

• （オプション）アドレス マッピング—このオプションを使用すると、特定の内部 IP アドレ

スからの要求が毎回同じ再帰 IP アドレスにマッピングされます。内部ポートと再帰ポート

には任意のポートを指定できます。 どのポートを使用している外部ホストでも、この再帰

IP アドレスにパケットを送信することで、特定の内部ホストにパケットを送信できます（外

部から内部へのトラフィックを許可するように構成した着信ポリシーを使用します）。 この
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オプションを構成しない場合、持続的 NAT のバインディングは特定の内部アドレスと特定の

再帰トランスポート アドレスにのみ適用されます。

持続的 NAT のタイプが任意のリモート ホストで、ソース NAT ルールのアクションが以下の

いずれであれば、address-mapping オプションを指定するだけですみます。

• IP アドレス シフティングを使用したソース NAT プール

• ポート変換もオーバーフロー プールも使用しないソース NAT プール

• （オプション）非アクティブ タイムアウト—バインディング エントリのすべてのセッション

が有効期限切れになっているときに持続的 NAT バインディングがデバイスのメモリにとどま

る時間の長さ（秒）。 ここで構成したタイムアウトに達すると、バインディングはメモリか

ら削除されます。 デフォルト値は 300 秒です。 60 ～ 7200 秒の範囲で指定します。

持続的 NAT バインディングのセッションがすべて期限切れになっている場合、このバイン

ディングは、指定された非アクティブ タイムアウトの間、SRX シリーズ デバイスのメモリ

で照会状態を維持しています。 非アクティブ タイムアウト（デフォルトでは 300 秒）が経

過すると、この照会バインディングはメモリから自動的に削除されます。 clear security nat

source persistent-nat-table コマンドを使用すると、持続的 NAT 照会バインディングのすべ

てまたはその特定の一部を明示的に削除できます。

• （オプション）最大セッション数—持続的 NAT バインディングを関連付けできるセッション

の最大数。 デフォルト値は 30 セッションです。 8 ～ 100 の範囲で構成できます。

インターフェース NAT では、[edit security nat source] 階層レベルで port-overloading off

オプションを指定してポートのオーバーロードを明示的に無効にする必要があります。

STUN トラフィックおよび持続的 NAT トラフィックを許可または拒否するためにセキュリティ

ポリシーで使用できる事前定義済みのサービスは最終的に次の 2 つです。

• junos-stun—STUN プロトコルのトラフィック。

• junos-persistent-nat—持続的 NAT トラフィック。

どのリモート ホストの持続的 NAT タイプでも、セキュリティ ポリシーの方向は外部から内部

です。 ターゲット ホストまたはターゲット ホスト ポートの持続的 NAT タイプでは、セキュ

リティ ポリシーの方向は内部から外部です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1626ページの例: ソース NAT アドレス プールでの持続的 NAT の構成（CLI）

• 1628ページの例: インターフェース NAT での持続的 NAT の構成（CLI）

• 1623ページの持続的 NAT および持続的 NAT64 について

• 1624ページのSession Traversal Utilities for NAT（STUN）プロトコルについて

例: ソース NAT アドレス プールでの持続的 NAT の構成（CLI）

ソース NAT ルールを使用してどのタイプの持続的 NAT でも構成できます。 このセクションの

例では、ユーザー定義のアドレス プールを使用してソース NAT を実行する場合に持続的 NAT

を構成する方法を示します。
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次の例では、ソース NAT を実行する場合にターゲット ホストの持続的 NAT タイプを構成しま

す。 次の構成にあるソース NAT アドレス プール sp1 は、アドレス 30.1.1.5/32 で構成され

ています。 ソース NAT ルール セット srs1 は、次の内容を構成します。

• トラフィックの方向はゾーン internal からゾーン external に向かう方向です。

• 40.1.1.0/24 サブネット（内線電話）のソース アドレスおよび宛先アドレス 20.20.20.0/24

（STUN サーバー、SIP プロキシ サーバー、外線電話など）を指定したパケットに対しては、

ソース NAT プール sp1 を使用して、ターゲット ホストの持続的 NAT タイプのソース NAT

を実行します。

• 持続的 NAT の inactivity-timeout を 180 秒に設定します。

ソース NAT アドレス プールを構成するには、以下を指定します。

user@host# set security nat source pool sp1 address 30.1.1.5/32

ソース NAT ルール セットを構成するには、以下を指定します。

user@host# set security nat source rule-set srs1 from zone internal

user@host# set security nat source rule-set srs1 to zone external

user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 match source-address 40.1.1.0/24

user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 match destination-address

20.20.20.0/24

user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 then source-nat pool sp1

user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 then source-nat pool

persistent-nat permit target-host

user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 then source-nat pool

persistent-nat inactivity-timeout 180

ターゲット ホストの持続的 NAT タイプに対しては、内部ネットワーク（内部ゾーン）から外

部ネットワーク（外部ゾーン）への持続的 NAT トラフィックを許可するセキュリティ ポリシー

を構成します。

内部 SIP 電話から外部 STUN サーバーへの STUN トラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを構成するには、以下を指定します。

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy stun_traffic

match source-address internal_phones destination-address stun_server application

junos-stun

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy stun_traffic

then permit

内部 SIP 電話から外部 SIP プロキシ サーバーへの SIP プロキシ トラフィックを許可するセ

キュリティ ポリシーを構成するには、以下を指定します。

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy

sip_proxy_traffic match source-address internal_phones destination-address

sip_proxy_server application junos-sip

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy

stun_proxy_traffic then permit

内部 SIP 電話から外部 SIP 電話への SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成するには、以下を指定します。
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user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy sip_traffic

match source-address internal_phones destination-address external_phones application

junos-persistent-nat

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy sip_traffic

then permit

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1623ページの持続的 NAT について

• 1625ページの持続的 NAT の構成の概要

例: インターフェース NAT での持続的 NAT の構成（CLI）

ソース NAT ルールを使用してどのタイプの持続的 NAT でも構成できます。 このセクションの

例では、インターフェース NAT を使用してソース NAT を実行する場合に持続的 NAT を構成す

る方法を示します。 インターフェース NAT ではポートのオーバーロードを無効にする必要が

あります。

次の例では、インターフェース NAT を実行する場合に、あらゆるリモート ホストの持続的 NAT

タイプを構成します。 インターフェース NAT ルール セット int1 では、以下の点を構成しま

す。

• トラフィックの方向は、インターフェース ge-0/0/1.0 からインターフェース ge-0/0/2.0 に

向かう方向です。

• 40.1.1.0/24 サブネット（内線電話）のソース アドレスおよび宛先アドレス 20.20.20.0/24

（STUN サーバー、SIP プロキシ サーバー、外線電話など）を指定したパケットに対しては、

あらゆるリモート ホストの持続的 NAT タイプのインターフェース NAT を実行します。

インターフェース NAT では、ポートのオーバーロードを無効にすることも必要です。

インターフェース NAT ルール セットを構成するには、以下を指定します。

user@host# set security nat source rule-set int1 from interface ge-0/0/1.0

user@host# set security nat source rule-set int1 to interface ge-0/0/2.0

user@host# set security nat source rule-set int1 rule in1 match source-address 40.1.1.0/24

user@host# set security nat source rule-set int1 rule in1 match destination-address

20.20.20.0/24

user@host# set security nat source rule-set int1 rule in1 then source-nat interface

persistent-nat permit any-remote-host

インターフェース NAT でポートのオーバーロードを無効にするには、以下を指定します。

user@host# set security nat source interface port-overloading off

あらゆるリモート ホストの持続的 NAT タイプに対しては、外部ネットワーク（外部ゾーン）

から内部ネットワーク（内部ゾーン）への持続的 NAT トラフィックを許可するセキュリティ

ポリシーを構成します。

内部 SIP 電話から外部 STUN サーバーへの STUN トラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを構成するには、以下を指定します。

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy stun_traffic

match source-address internal_phones destination-address stun_server application

junos-stun
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user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy stun_traffic

then permit

内部 SIP 電話から外部 SIP プロキシ サーバーへの SIP プロキシ トラフィックを許可する

SIP ポリシーを構成するには、以下を指定します。

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy

sip_proxy_traffic match source-address internal_phones destination-address

sip_proxy_server application junos-sip

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy

stun_proxy_traffic then permit

外部 SIP 電話から内部 SIP 電話への SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成するには、以下を指定します。

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy sip_traffic

match source-address external_phones destination-address internal_phones application

junos-persistent-nat

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy sip_traffic

then permit

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1623ページの持続的 NAT について

• 1625ページの持続的 NAT の構成の概要

例: IPv6 クライアントに対する Address-Dependent フィルタリングの構成

この例では、NAT64 を使用して IPv6 クライアントに対する Address-Dependent フィルタリン

グを構成する方法を示します。

• 要件 1629ページ

• 概要 1629ページ

• 構成 1629ページ

• 確認 1631ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• デバイスで IPv6 が有効になっていることを確認します。

• 既存の NAT のルールとプールの構成が新しい構成と競合しないことを確認します。

概要

この例では、NAT64 を使用して、IPv6 の内部ホストから IPv4 の外部ホストにパケットを送信

し、IPv4 の外部ホストから IPv4 の内部ホストにパケットを送信します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。
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set security nat static rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule match destination-address

27a6::15/128

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule then static-nat prefix 10.2.2.15/32

set security nat source pool myipv4 address 1.1.1.2

set security nat source rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule-set myipv4_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match source-address 27a6::/96

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match destination-address

10.2.2.15

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool

persistent-nat permit target-host

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPv6 クライアントに対して Address-Dependent フィルタリングを構成するには、以下の手順

に従います。

1. NAT64 のルールのセットを作成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

2. 一致するルールを作成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs rule test_rule match destination-address 27a6::15/128

3. このルールに一致したときに実行するアクションを指定します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs rule test_rule then static-nat prefix 10.2.2.15/32

4. ソース アドレス プールを定義して、このプールに目的のアドレスを追加します。

[edit security nat]

user@host# set source pool myipv4 address 1.1.1.2

5. NAT64 の別のルール セットを作成します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

6. ソース アドレスに一致するルールを作成します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match source-address 27a6::/96

7. 宛先アドレスに一致するルールを作成します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match destination-address

10.2.2.15

8. これらのルールに一致したときに実行するアクションを指定します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4
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9. 持続的 NAT を構成します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool

persistent-nat permit target-host

結果 構成モードで show nat source コマンドを入力して、作成した構成を確認します。 出力が意図

した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit security]

user@host#show nat source

pool myipv4 {

address {

1.1.1.2/32;

}

}

rule-set test_rs {

rule test_rule {

match {

destination-address 27a6::15/128;

}

}

}

rule-set myipv4_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv4_rule {

match {

source-address 27a6::/96;

destination-address 10.2.2.15/32;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv4;

persistent-nat {

permit target-host;

}

}

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

以下の手順で、構成が適切に機能することを確認します。

• 構成が有効で機能することの確認 1632ページ

• ルールを照合して使用できることの確認 1632ページ
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構成が有効で機能することの確認

目的 構成が有効で機能することを確認します。

アクション 動作モードで以下のコマンドを入力します。

• show security nat static rule test_rule

• show security nat source rule ipv4_rule

• show security nat source pool myipv4

ルールを照合して使用できることの確認

目的 すべてのルールを照合でき、使用できることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source persistent-nat-table all コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

• 1623ページの持続的 NAT および持続的 NAT64 について

• 1625ページの持続的 NAT および持続的 NAT64 の構成の概要

例: IPv6 クライアントに対する Endpoint-Independent フィルタリングの構成

この例では、NAT64 を使用して IPv6 クライアントに対する Endpoint-Independent フィルタ

リングを構成する方法を示します。

• 要件 1632ページ

• 概要 1632ページ

• 構成 1632ページ

• 確認 1634ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

• デバイスで IPv6 が有効になっていることを確認します。

• 既存の NAT のルールとプールの構成が新しい構成と競合しないことを確認します。

概要

この例では、NAT64 を使用して、IPv6 の内部ホストから IPv4 の外部ホストにパケットを送信

し、IPv4 の外部ホストから IPv4 の内部ホストにパケットを送信します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。
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set security nat static rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule match destination-address

27a6::15/128

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule then static-nat prefix 10.2.2.15/32

set security nat source pool myipv4 address 1.1.1.2

set security nat source rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule-set myipv4_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match source-address 27a6::/96

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match destination-address

10.2.2.15

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool

persistent-nat permit any-remote-host

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

IPv6 クライアントに対して Endpoint-Independent フィルタリングを構成するには、以下の手

順に従います。

1. NAT64 のルールのセットを作成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

2. 一致するルールを作成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs rule test_rule match destination-address 27a6::15/128

3. このルールに一致したときに実行するアクションを指定します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs rule test_rule then static-nat prefix 10.2.2.15/32

4. ソース アドレス プールを定義して、このプールに目的のアドレスを追加します。

[edit security nat]

user@host# set source pool myipv4 address 1.1.1.2

5. NAT64 の別のルール セットを作成します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

6. ソース アドレスに一致するルールを作成します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match source-address 27a6::/96

7. 宛先アドレスに一致するルールを作成します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match destination-address

10.2.2.15

8. これらのルールに一致したときに実行するアクションを指定します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4
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9. 持続的 NAT を構成します。

[edit security nat]

user@host# set source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool

persistent-nat permit any-remote-host

結果 構成モードで show nat source コマンドを入力して、作成した構成を確認します。 出力が意図

した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit security]

user@host#show nat source

pool myipv4 {

address {

1.1.1.2/32;

}

}

rule-set test_rs {

rule test_rule {

match {

destination-address 27a6::15/128;

}

}

}

rule-set myipv4_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv4_rule {

match {

source-address 27a6::/96;

destination-address 10.2.2.15/32;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv4;

persistent-nat {

permit any-remote-host;

}

}

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

以下の手順で、構成が適切に機能することを確認します。

• 構成が有効で機能することの確認 1635ページ

• ルールを照合して使用できることの確認 1635ページ
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構成が有効で機能することの確認

目的 構成が有効で機能することを確認します。

アクション 動作モードで以下のコマンドを入力します。

• show security nat static rule test_rule

• show security nat source rule ipv4_rule

• show security nat source pool myipv4

ルールを照合して使用できることの確認

目的 すべてのルールを照合でき、使用できることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source persistent-nat-table all コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS CLI Reference

• 1623ページの持続的 NAT および持続的 NAT64 について

• 1625ページの持続的 NAT および持続的 NAT64 の構成の概要

マルチキャスト フローの NAT

• マルチキャスト フローの NAT について 1635ページ

• 例: マルチキャスト フローに対する NAT の構成 1636ページ

マルチキャスト フローの NAT について

ネットワーク アドレス変換（NAT）を使用して、IPv4 マルチキャスト フローのソース アドレ

スの変換および IPv4 マルチキャスト グループの宛先アドレスの変換が可能です。

静的 NAT または宛先 NAT を使用して、マルチキャスト グループのアドレスを変換できます。

静的 NAT を使用すると、ネットワークのどちら側からでも接続を開始できますが、アドレス変

換は 1 対 1 のアドレス間または同じサイズのアドレス ブロック間のみに限定されます。 ア

ドレス プールは不要です。 [edit security nat] 階層レベルで static 構成ステートメントを

使用して、マルチキャスト トラフィックに使用する静的 NAT ルール セットを構成します。

宛先 NAT を使用すると、受信ネットワーク接続に対してのみ接続を開始できます。たとえば、

インターネットからプライベート ネットワークへの接続がこれに該当します。 [edit security

nat] 階層レベルで destination 構成ステートメントを使用して、宛先 NAT のプールとルール

セットを構成します。

マルチキャスト トラフィックに対してソース NAT を使用可能にするには、IP アドレス シフ

ティングを使用して、元のソース IP アドレスをユーザー定義のアドレス プールにあるアドレ

スに変換する必要があります。 このタイプの変換は静的で 1 対 1 であり、ポート アドレス

変換を使用しません。 元のソース IP アドレス範囲がユーザー定義のプールにあるアドレス範

囲よりも大きい場合、変換されなかったパケットは破棄されます。 このマッピングでは、静的
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NAT で可能な双方向マッピングが得られません。 [edit security nat] 階層レベルで source 構

成ステートメントを使用して、ソース NAT のプールとルール セットを構成します。 このタイ

プのソース NAT でソース NAT プールを定義する場合は、host-address-base オプションを使用

して元のソース IP アドレス範囲の開始アドレスを指定します。

関連項目 1547ページの静的 NAT について•

• 1558ページの宛先 NAT について

• 1580ページのアドレス シフティングを使用したソース NAT プールについて

• 1636ページの例: マルチキャスト フローに対する NAT の構成

• Junos OS Multicast Protocols Configuration Guide

例: マルチキャスト フローに対する NAT の構成

この例では、マルチキャスト フローのアドレスを変換するために Juniper Networks デバイス

を構成する方法を示します。

• 要件 1636ページ

• 概要 1636ページ

• 構成 1638ページ

• 確認 1643ページ

要件

始める前に、以下のことを行います。

1. デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セ

キュリティ ゾーンについて」」を参照してください。

3. マルチキャスト転送ができるようにデバイスを構成します。 『Junos OS Multicast Protocols

Configuration Guide』を参照してください。

概要

この例では、プライベート アドレス空間で Trust セキュリティ ゾーンを使用し、パブリック

アドレス空間で Untrust セキュリティ ゾーンを使用します。 1637ページの図143 は、マルチ

キャスト転送ができるように Juniper Networks デバイスを配備した代表的な例を示していま

す。 ソース ルーター R1 は、11.1.1.100 ～ 11.1.1.110 の範囲のソース アドレスとグルー

プ アドレス 225.0.0.1/32 を指定したマルチキャスト パケットを Juniper Networks デバイ

スに送信します。 ソース ルーター R1 は、Juniper Networks デバイスのプライベート ネッ

トワーク（Trust ゾーン）上流に存在します。 このデバイスのパブリック ネットワーク

（Untrust ゾーン）下流には、いくつかの受信側があります。

Juniper Networks デバイスでは、R1 から着信するマルチキャスト パケットを変換してから、

下流のインターフェース上で変換後のパケットを転送します。 ここで適用される変換は以下の

とおりです。
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• R2 へのインターフェースに対しては、ソース アドレスは変換されず、グループ アドレスが

226.0.0.1/32 に変換されます。

• R3 へのインターフェースに対しては、ソース アドレスが 50.50.50.200 ～ 50.50.50.210

の範囲のアドレスに変換され、グループ アドレスが 226.0.0.1/32 に変換されます。

• R4 へのインターフェースに対しては、ソース アドレスが 10.10.10.100 ～ 10.10.10.110

の範囲のアドレスに変換され、グループ アドレスが 226.0.0.1/32 に変換されます。

図 143: マルチキャスト フローの NAT 変換
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この例では、次の構成を説明しています。

• IP アドレス 226.0.0.1/32 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool。

• 宛先アドレス 225.0.0.1/32 を指定してインターフェース xe-2/0/1.0 に着信するパケット

に一致するルール r1 を含む宛先 NAT ルールセット rs1。 パケットの照合では、宛先アド

レスが dst-nat-pool プールにある IP アドレスに変換されます。

• 50.50.50.200/32 ～ 50.50.50.210/32 の IP アドレス範囲を含むソース NAT プール

src-nat-shift-1。 このプールでは、元のソース IP アドレス範囲の開始アドレスは

11.1.1.100/32 で、これは host-address-base オプションで指定します。

• 11.1.1.96/28 サブネットのソース IP アドレスを指定して Trust ゾーンからインターフェー

ス xe-1/0/1.0 に着信するパケットに一致するルール r1 を含むソース NAT ルール セット

rs-shift1。 src-nat-shift-1 構成で指定されたソース IP アドレス範囲に該当する一致パ

ケットについては、ソース アドレスが src-nat-shift-1 プールにある IP アドレスに変換さ

れます。

• 10.10.10.100/32 ～ 10.10.10.110/32 の IP アドレス範囲を含むソース NAT プール

src-nat-shift-2。 このプールでは、元のソース IP アドレス範囲の開始アドレスは

11.1.1.100/32 で、これは host-address-base オプションで指定します。

• 11.1.1.96/28 サブネットのソース IP アドレスを指定して Trust ゾーンからインターフェー

ス xe-2/0/0.0 に着信するパケットに一致するルール r1 を含むソース NAT ルール セット

rs-shift2。 src-nat-shift-2 構成で指定されたソース IP アドレス範囲に該当する一致パ

ケットについては、ソース アドレスが src-nat-shift-2 プールにある IP アドレスに変換さ

れます。

• インターフェース xe-1/0/0.0 のアドレス 11.1.1.100 ～ 11.1.1.110、インターフェース

xe-1/0/1.0 のアドレス 50.50.50.200 ～ 50.50.50.210、およびインターフェース xe-2/0/0.0

のアドレス 10.10.10.100 ～ 10.10.10.110 に対するプロキシ ARP。 これにより、Juniper

Networks セキュリティ デバイスは、これらのアドレスに対してこのインターフェースで受

信した ARP 要求に応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー。

• Untrust ゾーンから Trust ゾーンの変換済み宛先 IP アドレスへのトラフィックを許可する

セキュリティ ポリシー。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security nat source pool src-nat-shift-1 address 50.50.50.200/32 to 50.50.50.210/32

set security nat source pool src-nat-shift-1 host-address-base 11.1.1.100/32

set security nat source pool src-nat-shift-2 address 10.10.10.100/32 to 10.10.10.110/32

set security nat source pool src-nat-shift-2 host-address-base 11.1.1.100/32

set security nat source rule-set rs-shift1 from zone trust

set security nat source rule-set rs-shift1 to interface xe-1/0/1.0

set security nat source rule-set rs-shift1 rule r1 match source-address 11.1.1.96/28

set security nat source rule-set rs-shift1 rule r1 then source-nat pool src-nat-shift1

set security nat source rule-set rs-shift2 from zone trust

set security nat source rule-set rs-shift2 to interface xe-2/0/0.0
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set security nat source rule-set rs-shift2 rule r2 match source-address 11.1.1.96/28

set security nat source rule-set rs-shift2 rule r2 then source-nat pool src-nat-shift2

set security nat destination pool dst-nat-pool address 226.0.0.1/32

set security nat destination rule-set rs1 from interface xe-2/0/1.0

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-address 225.0.0.1/32

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool

set security nat proxy-arp interface xe-1/0/0.0 address 11.1.1.100/32 to 11.1.1.110/32

set security nat proxy-arp interface xe-1/0/1.0 address 50.50.50.200/32 to 50.50.50.210/32

set security nat proxy-arp interface xe-2/0/0.0 address 10.10.10.100/32 to 10.10.10.110/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-access match

destination-address 226.0.0.1/21

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-access match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-access then

permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

マルチキャスト フローに対する宛先 NAT 変換およびソース NAT 変換を構成するには、以下の

手順に従います。

1. 宛先 NAT プールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set pool dst-nat-pool address 226.0.0.1/32

2. 宛先 NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 from interface xe-2/0/1.0

3. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスを宛先 NAT プー

ルにあるアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 225.0.0.1/32

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool

4. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-shift-1 address 50.50.50.200 to 50.50.50.210

5. 元のソース IP アドレス範囲の開始アドレスを指定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-shift-1 host-address-base 11.1.1.100
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6. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs-shift1 from zone trust

user@host# set rule-set rs-shift1 to interface xe-1/0/1.0

7. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスをソース NAT プー

ルにあるアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs-shift1 rule r1 match source-address 11.1.1.96/28

user@host# set rule-set rs-shift1 rule r1 then source-nat pool src-nat-shift1

8. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-shift-2 address 10.10.10.100 to 10.10.10.110

9. 元のソース IP アドレス範囲の開始アドレスを指定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-shift-2 host-address-base 11.1.1.100

10. ソース NAT ルール セットを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs-shift2 from zone trust

user@host# set rule-set rs-shift2 to interface xe-2/0/0.0

11. パケットを照合して、一致したパケットで指定されている宛先アドレスをソース NAT プー

ルにあるアドレスに変換するルールを構成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs-shift2 rule r2 match source-address 11.1.1.96/28

user@host# set rule-set rs-shift2 rule r2 then source-nat pool src-nat-shift2

12. プロキシ ARP を構成します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface xe-1/0/0.0 address 11.1.1.100 to 11.1.1.110

user@host# set proxy-arp interface xe-1/0/1.0 address 50.50.50.200 to 50.50.50.210

user@host# set proxy-arp interface xe-2/0/0.0 address 10.10.10.100 to 10.10.10.110

13. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

14. Untrust ゾーンから Trust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

構成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy dst-nat-pool-access match source-address any destination-address

226.0.0.1/32 application any

user@host# set policy dst-nat-pool-access then permit
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結果 構成モードで、show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て構成内容を確認します。 出力が意図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰

り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-shift-1 {

address {

50.50.50.200/32 to 50.50.50.210/32;

}

host-address-base 11.1.1.100/32;

}

pool src-nat-shift-2 {

address {

10.10.10.100/32 to 10.10.10.110/32;

}

host-address-base 11.1.1.100/32;

}

rule-set trust-to-untrust {

from zone trust;

to zone untrust;

rule source-nat-rule {

match {

source-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

interface;

}

}

}

}

rule-set rs-shift1 {

from zone trust;

to interface xe-1/0/1.0;

rule r1 {

match {

source-address 11.1.1.96/28;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-shift1;

}

}

}

}

}

rule-set rs-shift2 {

from zone trust;

to interface xe-2/0/0.0;

rule r2 {

match {

source-address 11.1.1.96/28;

1641Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.

第50章: ネットワーク アドレス変換



}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-shift2;

}

}

}

}

}

}

destination {

pool dst-nat-pool {

address 226.0.0.1/32;

}

rule-set rs1 {

from interface xe-2/0/1.0;

rule r1 {

match {

destination-address 225.0.0.1/32;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface xe-1/0/0.0 {

address {

11.1.1.100/32 to 11.1.1.110/32;

}

}

interface xe-1/0/1.0 {

address {

50.50.50.200/32 to 50.50.50.210/32;

}

}

interface xe-2/0/0.0 {

address {

10.10.10.100/32 to 10.10.10.110/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy trust-to-untrust {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;
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}

}

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy dst-nat-pool-access {

match {

source-address any;

destination-address 226.0.0.1/21;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 宛先 NAT プールの使用の確認 1643ページ

• 宛先 NAT ルールの使用の確認 1643ページ

• ソース NAT プールの使用の確認 1644ページ

• ソース NAT ルールの使用の確認 1644ページ

• トラフィックに対する NAT 適用の確認 1644ページ

宛先 NAT プールの使用の確認

目的 宛先 NAT プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat destination pool all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあるこ

とを確認します。

宛先 NAT ルールの使用の確認

目的 宛先 NAT ルールに一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat destination rule all コマンドを入力します。 Translation

hits フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。
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ソース NAT プールの使用の確認

目的 IP アドレスを使用するソース NAT プールからのトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source pool all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、プールにある IP アドレスを使用しているトラフィックがあることを

確認します。

ソース NAT ルールの使用の確認

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックが存在することを確認します。

アクション 動作モードで、show security nat source rule all コマンドを入力します。 Translation hits

フィールドを表示して、ルールと一致するトラフィックを確認します。

トラフィックに対する NAT 適用の確認

目的 特定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードで show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1635ページのマルチキャスト フローの NAT について

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

• Junos OS Multicast Protocols Configuration Guide

静的 NAT ヘアピニング

• 持続的 NAT ヘアピニングの概要 1644ページ

• 例: アドレス シフティングを使用したソース NAT プールでの持続的 NAT ヘアピニングの構

成 1645ページ

持続的 NAT ヘアピニングの概要

2 つのホスト間でトラフィックを送信するとき、トラフィックのソース ホストでは、宛先ホス

トをそのパブリック IP アドレスのみで認識していることがあります。 実際のところ、宛先ホ

ストがソース ホストと同じプライベート アドレス空間に存在していることも考えられます。

ヘアピニングとは、プライベート サブネットの中で宛先ホストにトラフィックを届ける手段と

して、トラフィックが到来した方向にそのトラフィックを返送するプロセスです。

一般的に、サブネットワークに存在するソース ホストは、トラフィックが、自分と同じサブ

ネットワークに存在する宛先ホスト宛てであることを認識していない可能性があります。これ

は、宛先ホストをその IP アドレスのみで識別しているからです。 NAT では、IP パケットを

分析して、そのパケットを正しいホストにルーティングして返します。
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内部ネットワークに存在する 2 つのホストが、NAT デバイス上でのバインディングを使用して

互いに通信しようとする場合は、NAT ヘアピニングのサポートが必要です。 この場合、NAT デ

バイスは内部ネットワークからパケットを受け取り、それを同じ内部ネットワークに転送して

返します。 ヘアピニングがサポートされていないと、パケットの転送は失敗し、そのパケット

は破棄されます。

注:

• ターゲット ホストの持続的 NAT およびターゲット ホストのポートの持続的 NAT

では、NAT ヘアピニングの動作をサポートしていません。 リモート ホストの持

続的 NAT のみがヘアピニングの動作をサポートしています。

• ヘアピニングを可能にするには、同じゾーンに存在するエンドポイント間のトラ

フィックを許可するセキュリティ ポリシーを構成する必要があります。 実際に

は、2 つのエンドポイントのホストのいずれかが、パブリック アドレスのみで相

手を認識できるのであれば、2 つのエンドポイントは互いに別々の 2 つのゾーン

に存在していてもかまいません。

• 持続的 NAT ヘアピニングは、リモート ホストの持続的 NAT タイプにのみ適用さ

れます。

関連項目 1645ページの例: アドレス シフティングを使用したソース NAT プールでの持続的 NAT ヘアピ

ニングの構成

•

• 1543ページのNAT の概要

例: アドレス シフティングを使用したソース NAT プールでの持続的 NAT ヘアピニングの構成

この例では、持続的 NAT ヘアピニングを構成する方法を示します。

要件

始める前に、以下のことを行います。

• デバイスにネットワーク インターフェースを構成します。 『Junos OS Interfaces

Configuration Guide for Security Devices』を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成して、インターフェースを割り当てます。 149ページの「「セキュ

リティ ゾーンについて」」を参照してください。

概要

ヘアピニングを使用すると、プライベート ネットワークから NAT に着信したパケットを変換

し、パブリック ネットワークを経由せずに、元のプライベート ネットワークにループバック

できます。 ヘアピニングの機能では、NAT テーブルの対応する記録を使用して、ローカル ネッ

トワークにあるホスト宛てのパケットであることを認識できます。 続いて宛先 IP アドレスを

変換し、（ポート マッピングの場合と同様に）ローカル ネットワークにパケットを返送しま

す。 これにより、2 つのホストの間でトラフィックが適切に機能します。
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NAT の内側にある 2 つのエンドポイント（ホスト 1 およびホスト 2）は、ヘアピニングを使

用することで、お互いの外部 IP アドレスと外部ポートのみを使用していても、相互に通信が

可能です。 1646ページの図144 は、この様子を示しています。

図 144: 持続的 NAT ヘアピニング
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1646ページの図144 では、次のパラメータを使用しています。

• ホスト 1 の IP アドレス - 10.10.10.2/32

• ホスト 2 の IP アドレス - 10.10.10.10/32

• イントラゾーンの IP アドレス - 10.10.10.254/24

• ホスト 3 の IP アドレス - 20.20.20.2/32

• イントラゾーンの IP アドレス - 20.20.20.254/24

• ホスト 1 およびホスト 2 はゾーン reht0z に存在し、ホスト 3 はゾーン reth1z に存在し

ます。

表163: 持続的 NAT のバインディング テーブル

変換後のソース IP アドレス変換前のソース IP アドレス

100.0.0.1/32 ～ 100.0.0.10/3210.10.10.2/32 ～ 10.10.10.11/32

ホスト 1 からホスト 2 のパブリック IP アドレスに送信したトラフィックは NAT に届き、そ

こでホスト 1 とホスト 2 の間でトラフィックがリレーされます。 ヘアピニングをサポートし

ている NAT では、その NAT の中でホスト 1 のプライベート アドレスからホスト 2 の（マッ

ピングされた）パブリック アドレスに送信されたパケットを、同じ NAT の下でホスト 2 が

持っている別のプライベート アドレスにルーティングして返送します。

この例では、次の構成を説明しています。

• IP アドレス範囲 100.0.0.1/32 ～ 100.0.0.10/32 を含むソース NAT プール src1
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• 作成済みの特定のパブリック IP アドレスにマッピングされる特定の内部 IP アドレスから

のトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー

構成

ステップごとの手順 持続的 NAT ヘアピニングを構成するには、以下の手順に従います。

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-11/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.254/24

user@host# set interfaces ge-11/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.254/24

user@host#

user@host#

2. ゾーン reth0z および reth1z を作成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone reth0z host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security zones security-zone reth0z host-inbound-traffic protocols

all

user@host# set security zones security-zone reth0z interfaces ge-11/0/0.0

user@host# set security zones security-zone reth1z host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security zones security-zone reth1z host-inbound-traffic protocols

all

user@host# set security zones security-zone reth1z interfaces ge-11/0/1.0

user@host#

3. ゾーン reth0z および reth1z のポリシーを作成します。

[edit]

user@host# set security address-book global address subnet10 10.10.10.0/24

user@host# set security address-book global address subnet20 20.20.20.0/24

user@host# set security policies from-zone reth0z to-zone reth1z policy p1 match

source-address subnet10

user@host# set security policies from-zone reth0z to-zone reth1z policy p1 match

destination-address subnet20

user@host# set security policies from-zone reth0z to-zone reth1z policy p1 match

application any

user@host# set security policies from-zone reth0z to-zone reth1z policy p1 then

permit

user@host# set security policies from-zone reth0z to-zone reth0z policy p2 match

source-address subnet10

user@host# set security policies from-zone reth0z to-zone reth0z policy p2 match

destination-address subnet10

user@host# set security policies from-zone reth0z to-zone reth0z policy p2 match

application any

user@host# set security policies from-zone reth0z to-zone reth0z policy p2 then

permit

4. 持続的 NAT ヘアピニングを実行するための同じゾーン ポリシーを追加します。

user@host# set security policies default-policy deny-all

5. ホスト 1 のソース NAT プール src1 を作成します。

[edit]
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user@host# set security nat source pool src1 address 100.0.0.1/32 to 100.0.0.10/32

6. ホスト 1（src1）について、元のソース IP アドレス範囲の開始アドレスを指定します。

[edit]

user@host# set security nat source pool src1 host-address-base 10.10.10.2/32

7. ホスト 2 のソース NAT プール src2 を作成します。

[edit]

user@host# set security nat source pool src2 address 100.0.0.11/32 to 100.0.0.20/32

8. ホスト 2（src2）について、元のソース IP アドレス範囲の開始アドレスを指定します。

[edit]

user@host#

9. ソース NAT ルール セット r1 を構成します。

[edit]

user@host# set security nat source rule-set r1 from zone reth0z

user@host# set security nat source rule-set r1 to zone reth1z

user@host# set security nat source rule-set r1 to zone reth0z

user@host# set security nat source rule-set r1 rule rule1 match source-address

10.10.10.0/24

user@host# set security nat source rule-set r1 rule rule1 match destination-address

10.10.10.0/24

user@host# set security nat source rule-set r1 rule rule1 match destination-address

20.20.20.0/24

user@host# set security nat source rule-set r1 rule rule1 then source-nat pool src1

user@host# set security nat source rule-set r1 rule rule1 then source-nat pool

persistent-nat permit any-remote-host

user@host# set security nat source rule-set r1 rule rule1 then source-nat pool

persistent-nat inactivity-timeout 900

user@host# set security nat source rule-set r1 rule rule1 then source-nat pool

persistent-nat max-session-number 20

結果 構成モードで show security nat コマンドを入力し、指定した構成を確認します。 出力が意図

した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src1 {

address {

100.0.0.1/32 to 100.0.0.10/32;

}

host-address-base 10.10.10.2/32;

}

rule-set r1 {

from zone reth0z;

to zone [ reth0z reth1z ];

rule rule1 {

match {

source-address 10.10.10.0/24;

destination-address [10.10.10.0/24 20.20.20.0/24];

}

then {
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source-nat {

pool {

src1;

persistent-nat {

permit any-remote-host;

inactivity-timeout 900;

max-session-number 20;

}

}

}

}

}

}

}

確認

バインディング 1 を構成するホスト間で送信したトラフィック

目的 バインディング 1 を構成するホスト（ホスト 1 とホスト 3）の間で送信したトラフィックを

確認します。

アクション root@host>show security nat source persistent-nat-table all

sendip -d r28 -p ipv4 -iv 4 -is 10.10.10.2 -id 20.20.20.2 -p udp -us 69 -ud 69 20.20.20.2

Source-IP: 10.10.10.2

Source-port: 69

Dst-IP: 20.20.20.2

Dst-port: 69

Binding1 is below:

Internal Reflective Source Type Left_time/ Curr_Sess_Num/ Source

In_IP In_Port Ref_IP Ref_Port NAT Pool Conf_time Max_Sess_Num NAT Rule

10.10.10.2 69 100.0.0.1 69 src1 any-remote-host -/900 1/20 rule1

バインディング 2 を構成するホスト間で送信したトラフィック

目的 バインディング 2 を構成するホスト（ホスト 2 とホスト 3）の間で送信したトラフィックを

確認します。

アクション root@host>show security nat source persistent-nat-table all

sendip -d r28 -p ipv4 -iv 4 -is 10.10.10.10 -id 20.20.20.2 -p udp -us 69 -ud 69 20.20.20.2

Source-IP: 10.10.10.10

Source-port: 69

Dst-IP: 20.20.20.2

Dst-port: 69

Binding2 is below:

Internal Reflective Source Type Left_time/ Curr_Sess_Num/

Source

In_IP In_Port Ref_IP Ref_Port NAT Pool Conf_time Max_Sess_Num NAT

Rule

10.10.10.2 69 100.0.0.1 69 src1 any-remote-host -/900 1/20 rule1

10.10.10.10 69 100.0.0.9 69 src1 any-remote-host -/900 1/20 rule1
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2 つのホスト間で送信するトラフィック

目的 ホスト 1 からホスト 2 に送信したトラフィックを確認します。

アクション root@host>show security flow session

Session ID: 100007628, Policy name: default-policy/2, Timeout: 52, Valid

In: 10.10.10.2/69 --> 100.0.0.9/69;udp, If: ge-0/0/0.0, Pkts: 2, Bytes: 112

Out: 10.10.10.10/69 --> 100.0.0.1/69;udp, If: ge-0/0/0.0, Pkts: 0, Bytes: 0

Total sessions: 1

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1644ページの持続的 NAT ヘアピニングの概要

プロキシ ARP の構成（CLI 手順）

ソース NAT または宛先 NAT を必要とし、さらにイングレス インターフェースと同じサブネッ

トに属する IP アドレスのプロキシ ARP エントリを、NAT プロキシ ARP の機能を使用して構

成します。

注: SRX シリーズ デバイスでは、明示的に NAT プロキシ ARP を構成する必要があ

ります。

NAT プロキシ ARP を構成するときは、プロキシ ARP の構成先とする論理インターフェースを

指定する必要があります。 続いてアドレスまたはアドレス範囲を入力します。

そのデバイスでは、以下の条件下でプロキシ ARP を実行します。

• 静的 NAT およびソース NAT プールで定義しているアドレスが、イングレス インターフェー

スと同じサブネットに存在する場合

• 宛先 NAT ルールにある元の宛先アドレス エントリで指定したアドレスが、イングレス イン

ターフェースと同じサブネットに存在する場合

user@host# set security nat proxy-arp interface fe-0/0/0.0 address 10.1.1.10 to 10.1.1.20

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1548ページの静的 NAT 構成の概要

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要

• 1582ページのソース NAT 構成の概要

NAT 構成の確認

目的 NAT トレース オプションの階層で、確認を目的としたトレース ファイルとフラグを構成しま

す。 J シリーズ デバイスと SRX シリーズ デバイスには 2つの主要なコンポーネントがあり

ます。 1 つはルーティング エンジン（RE）で、もう 1 つはパケット転送エンジン（PFE）で

す。 PFE は、さらに ukernel 部分とリアルタイム部分で構成されています。 確認作業では、
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RE、ukernek PFE、およびリアルタイム PFE で NAT 機能をデバッグするために、該当のフラグ

を個別にオンにすることができます。 デフォルトでは、/var/log/security-trace .にトレース

データが書き込まれます。

注: デバイスに対するポリシー構成でセッション ログを有効にしている場合は、

セッションごとに特定の NAT の詳細がセッション ログに記録されます。 セッショ

ン ログを有効にする方法の詳細については211ページの「「ポリシー統計データの監

視」」を参照してください。セッション ログで得られる情報の説明については26

ページの「「SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログで提供される

情報」」を参照してください。

security nat traceoptions コマンドを使用して、NAT 構成がコミットによって正しくデバイス

に対して更新されているかどうかを確認します。 NAT 変換がトラフィックに適用されているか

どうかの確認、および NAT 変換による個々のトラフィック フロー処理の確認では、security

flow traceoptions コマンドを使用します。

アクション user@host# set security nat traceoptions flag all

user@host# set security nat traceoptions flag destination-nat-pfe

user@host# set security nat traceoptions flag destination-nat-re

user@host# set security nat traceoptions flag destination-nat-rti

user@host# set security nat traceoptions flag destination-nat-pfe

user@host# set security nat traceoptions flag source-nat-pfe

user@host# set security nat traceoptions flag source-nat-re

user@host# set security nat traceoptions flag source-nat-rt

user@host# set security nat traceoptions flag static-nat-pfe

user@host# set security nat traceoptions flag static-nat-re

user@host# set security nat traceoptions flag static-nat-rt

特定のフローをフィルタ処理するには、次のようにパケット フィルタを定義して、それを

traceoption として使用します。

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter apply-groups

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter apply-groups-except

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter destination-port

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter destination-prefix

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter interface

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter protocol

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter source-port

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter source-prefix

NAT トラフィックを確認し、データ プレーンですべてのトラフィック トレースを有効にする

には、traceoption の set security flow traceoptions flag basic-datapath コマンドを使用し

ます。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1548ページの静的 NAT 構成の概要

• 1561ページの宛先 NAT 構成の概要
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• 1582ページのソース NAT 構成の概要
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第15部

GPRS

• ジェネラル パケット ラジオ サービス 1655ページ

• ストリーム制御転送プロトコル 1715ページ
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第51章

ジェネラル パケット ラジオ サービス

• GPRS の概要 1655ページ

• ポリシー ベース GTP 1659ページ

• GTP 検査オブジェクト 1664ページ

• GTP メッセージ フィルタリング 1665ページ

• GTP 情報要素 1675ページ

• GGSN リダイレクションについて 1690ページ

• GTPv2 について 1690ページ

• ポリシー ベース GTPv2 1692ページ

• GTPv2 メッセージ フィルタリング 1696ページ

• GTPv2 情報要素 1705ページ

• GTPv2 トラフィック ログ 1709ページ

• GTPv2 パスの再起動 1710ページ

• GTPv2 トンネルのクリーンアップ 1712ページ

GPRS の概要

ジェネラル パケット ラジオ サービス（GPRS）ネットワークは、ローミング パートナー、企

業顧客、GPRS ローミング エクスチェンジ（GRX）プロバイダ、およびパブリック インターネッ

トなど、複数の外部ネットワークに接続します。 GPRS ネットワークのオペレータは、自身の

ネットワークを保護すると同時に、外部ネットワークを行き来する際のアクセスを提供しなが

ら制御するという難題に直面しています。 Juniper Networks では、GPRS ネットワーク オペ

レータの障害となっているセキュリティ問題の多くに対するソリューションを提供しています。

GPRS アーキテクチャにおいて、オペレータのネットワークに対するセキュリティ脅威の根本的

原因は、GPRS トンネリング プロトコル（GTP）固有のセキュリティの欠如にあります。 GTP

とは、GPRS サポート ノード（GSN）間で使用されるプロトコルです。 GTP は、個々の移動端

末（MS）、サービング GPRS サポート ノード（SGSN）、およびゲートウェイ GPRS サポート

ノード（GGSN）間に、GTP トンネルを確立するために使用されます。 GTP トンネルは GSN 間

のチャネルで、2 つのホストがデータを交換できます。 SGSN は MS からパケットを受信し、

パケットをGTP ヘッダー内にカプセル化し、GTP トンネル経由で GGSN に転送します。 GGSN

はパケットを受信すると、脱カプセル化し、外部ホストに転送します。
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異なる GPRS ネットワーク間でのコミュニケーションはセキュアではありません。GTP では、

認証、データの信頼性、または機密保護が一切提供されないからです。 ローミング パートナー

間の接続に IP セキュリティ（IPSec）を実装し、トラフィックレートを制限し、ステートフル

インスペクションを使用することにより GTP のセキュリティ リスクの大半を取り除くことが

できます。 Junos OS の GTP ファイアウォール機能は、モバイル オペレータのネットワーク

における主要なセキュリティ問題に対処しています。

Juniper Networks セキュリティ デバイスは、以下のタイプの GPRS インターフェースにおい

て、さまざまな攻撃を軽減します。

• Gn — Gn インターフェースは、同じ公衆移動端末網（PLMN）内の SGSN と GGSN 間の接続部

です。

• Gp — Gp インターフェースは、2 つの PLMN 間の接続部です。

• Gi — Gi インターフェースは、GGSN とインターネットまたは PLMN に接続されている宛先

ネットワークとの接続部です。

注: interface という用語は、Junos OS および GPRS テクノロジーにおいて異なる

意味を持ちます。 Junos OS では、インターフェースはセキュリティ ゾーンの出入

口のようなもので、トラフィックのゾーンへの出入りを許可します。 GPRS では、

インターフェースは GPRS インフラの 2 つのコンポーネント間の接続部あるいは参

照点のことを指します（SGSN や GGSN など）。

このトピックには以下のセクションがあります。

• Gp および Gn インターフェース 1656ページ

• Gi インターフェース 1657ページ

• 動作モード 1658ページ

Gp および Gn インターフェース

Gn インターフェースにセキュリティ デバイスを実装すると、SGSN や GGSN といった主要な

ネットワーク資産を保護することができます。 Gn インターフェースの GTP トンネルをセキュ

アにするには、セキュリティ デバイスを共通の PLMN 内の SGSN と GGSN の間に置きます。

Gp インターフェースにセキュリティ デバイスを実装すると、PLMN を他の PLMN から保護する

ことができます。 Gp インターフェースの GTP トンネルをセキュアにするには、PLMN の SGSN

と GGSN をセキュリティ デバイスの後に置きます。こうすることによって、行き来するすべて

のトラフィックがファイアウォールを通ることになります。

1657ページの図145 は、Gp および Gn インターフェースでの PLMN の保護に使用する Juniper

Networks SRX シリーズ デバイスの実装を示したものです。
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図 145: Gp および Gn インターフェース
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Gi インターフェースにセキュリティ デバイスを実装すると、複数のネットワークに対して同

時にトラフィックを制御し、PLMN をインターネットおよび外部ネットワークから保護し、モバ

イル ユーザーをインターネットやその他のネットワークから守ります。 Junos OS では、多数

の仮想ルーターを提供することによって顧客ネットワークごとに 1 つの仮想ルーターの使用が

可能となり、各顧客ネットワークのトラフィックを分離することができます。

セキュリティ デバイスは、パケットをインターネットや宛先ネットワークにセキュアな状態で

転送できます。 それには、IPSec 仮想プライベート ネットワーク（VPN）トンネル用のレイ

ヤー 2 トンネリング プロトコル（L2TP）を使用します。

注: SRX シリーズ デバイスは、L2TP を完全にサポートしていません。

1658ページの図146 は Gi インターフェースの PLMN を保護するセキュリティ デバイスの実装を

示したものです。
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図 146: Gi インターフェース
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動作モード

Junos OS は、GTP 透過モードとルート モードという 2 つのインターフェース動作モードをサ

ポートします。 セキュリティ デバイスをネットワークのルーティング インフラに参加させた

い場合、ルート モードで実行できます。 これにはネットワークのデザイン変更がいくらか必

要となります。 あるいは、ネットワーク全体を再構成することなく、既存のネットワークにセ

キュリティ デバイスを透過モードで実装することもできます。 透過モードでは、セキュリティ

デバイスはレイヤー 2 スイッチまたはブリッジの役割を果たし、インターフェースの IP ア

ドレスは 0.0.0.0 に設定され、セキュリティ デバイスはユーザーに対して見えない、つまり

透明になります。

GTP 検査が無効化されているインターフェースおよびポリシーに対して、Junos OS はネット

ワーク アドレス変換（NAT）をサポートします。

現在 Junos OS のルート モードでは、アクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブの

シャーシクラスタをサポートしています。 透過モードでは、アクティブ/パッシブのみをサポー

トしています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS Layer 2 Bridging and Switching Configuration Guide for Security Devices

• 1333ページのシャーシ クラスタの概要

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1658

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf
http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/layer-2/junos-security-swconfig-layer-2-bridging-and-switching.pdf


• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1665ページのGTP メッセージ フィルタリングについて

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

ポリシー ベース GTP

• ポリシー ベース GTPについて 1659ページ

• 例: ポリシーでの GTP 検査の有効化 1660ページ

ポリシー ベース GTPについて

デフォルトでは、Juniper Networks デバイスが保護している公衆移動端末網（PLMN）は Trust

ゾーンにあります。 デバイスは Trust ゾーンの PLMN を他のゾーンの PLMN から保護します。

保護する PLMN の対象となる他の PLMN すべてを Untrust ゾーンに入れることもできますが、

各 PLMN に対して、ユーザー定義のゾーンを作成することもできます。 PLMN は 1 つまたは複

数のセキュリティゾーンを使用できます。

ポリシーを作成して、ゾーンと PLMN の間をトラフィックがフローできるようにする必要があ

ります。 ポリシーには、トラフィックを許可、拒否またはトンネルするルールが含まれていま

す。 デバイスは、すべての GTP パケットを GTP トラフィックを制御するポリシーと照合して

チェックします。その後、ポリシーに従ってパケットを転送、ドロップまたはトンネルするこ

とによって、GPRS トンネリング プロトコル（GTP） ポリシー フィルタリングを行います。

ポリシーの GTP サービスを選択して、デバイスが GTP トラフィックを許可、拒否またはトン

ネルできるようにします。 しかし、これだけではデバイスは GTP トラフィックを検査しませ

ん。 デバイスで GTP トラフィック検査を行うには、GTP 構成 （GTP 検査オブジェクトとも呼

ばれる）をポリシーに適用する必要があります。

1 つのポリシーに適用できる GTP 検査オブジェクトは 1 つです。ただし 1 つの GTP 検査オ

ブジェクトを複数のポリシーに適用することは可能です。 ポリシーを使用して、サービング

GPRS サポート ノード（SGSN）などの特定のピアから GTP トンネルの確立を許可または拒否で

きます。

ソースまたは宛先ゾーンを “任意” としてポリシーを設定することもできます（これにより

ゾーン内のすべてのホストが含まれます）。また、複数のソースおよび宛先アドレスを指定す

るポリシーも設定できます。

ポリシーでは、トラフィック ロギングを有効にできます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1655ページのGPRS の概要

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1665ページのGTP メッセージ フィルタリングについて

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

• 1660ページの例: ポリシーでの GTP 検査の有効化
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例: ポリシーでの GTP 検査の有効化

この例では、ポリシーで GTP 検査を有効にする方法を示します。

• 要件 1660ページ

• 概要 1660ページ

• 構成 1660ページ

• 確認 1663ページ

要件

始める前に、GTP を有効にした後でデバイスを再起動する必要があります。 デフォルトでは、

GTP はデバイス上で無効になっています。

概要

この例では、インターフェースを ge-0/0/1 および ge-0/0/2 として構成します。アドレスは

2.0.0.254/8 および 3.0.0.254/8 です。 次に、セキュリティ ゾーンを構成し、アドレスを

2.0.0.5/32 および 3.0.0.6/32 に指定します。 セキュリティ ポリシーで GTP サービスを有

効にすることによって、同じ PLMN 内の 2 つのネットワーク間の双方向トラフィックを許可し

ます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security gprs gtp profile gtp1

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.0.0.254/8

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 3.0.0.254/8

set security zones security-zone sgsn interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone sgsn host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone ggsn interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone ggsn host-inbound-traffic protocols all

set security address-book global address local-sgsn 2.0.0.5/32

set security address-book global address remote-ggsn 3.0.0.6/32

set security policies from-zone sgsn to-zone ggsn policy sgsn_to_ggsn match source-address

local-sgsn destination-address remote-ggsn application junos-gprs-gtp

set security policies from-zone sgsn to-zone ggsn policy sgsn_to_ggsn then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp1

set security policies from-zone ggsn to-zone sgsn policy ggsn_to_sgsn match source-address

remote-ggsn destination-address local-sgsn application junos-gprs-gtp

set security policies from-zone ggsn to-zone sgsn policy ggsn_to_sgsn then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp1

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1660

Junos OS セキュリティ構成ガイド



ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

ポリシーで GTP 検査を構成するには、以下の手順に従います。

1. GTP を有効にします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp enable

user@host# commit

user@host# exit

user@host# request system reboot

2. GTP 検査オブジェクトを作成します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

3. インターフェースを構成します。

[edit interfaces]

user@host# set ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.0.0.254/8

user@host# set ge-0/0/2 unit 0 family inet address 3.0.0.254/8

4. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone sgsn interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone sgsn host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone sgsn host-inbound-traffic protocols all

user@host# set security-zone ggsn interfaces ge-0/0/2.0

user@host# set security-zone ggsn host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone ggsn host-inbound-traffic protocols all

5. アドレスを指定します。

[edit security address-book global]

user@host# set address local-sgsn 2.0.0.5/32

user@host# set address remote-ggsn 3.0.0.6/32

6. セキュリティ ポリシーで GTP サービスを有効にします。

[edit security policies]

user@host# set from-zone sgsn to-zone ggsn policy sgsn_to_ggsn match source-address

local-sgsn destination-address remote-ggsn application junos-gprs-gtp

user@host# set from-zone sgsn to-zone ggsn policy sgsn_to_ggsn then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp1

user@host# set from-zone ggsn to-zone sgsn policy ggsn_to_sgsn match source-address

remote-ggsn destination-address local-sgsn application junos-gprs-gtp

user@host# set from-zone ggsn to-zone sgsn policy ggsn_to_sgsn then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp1

結果 構成モードで、show security コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

簡略化のため、この show コマンドの出力には、この例に関連する構成だけを示します。 シス

テムの他の構成については、省略記号（...）に置き換えられています。
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[edit]

user@host# show security

...

gprs {

gtp {

profile gtp1;

}

}

zones {

security-zone Trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

...

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

}

address-book {

global {

address local-sgsn 2.0.0.5/32;

address remote-ggsn 3.0.0.6/32;

}

}

policies {

from-zone sgsn to-zone ggsn {

policy sgsn_to_ggsn {

match {

source-address local-sgsn;

destination-address remote-ggsn;
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application junos-gprs-gtp;

}

then {

permit {

application-services {

gprs-gtp-profile gtp1;

}

}

}

}

}

from-zone ggsn to-zone sgsn {

policy ggsn_to_sgsn {

match {

source-address remote-ggsn;

destination-address local-sgsn;

application junos-gprs-gtp;

}

}

then {

permit {

application-services {

gprs-gtp-profile gtp1;

}

}

}

}

default-policy {

permit-all;

}

}

...

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ポリシーでの GTP 検査の確認 1663ページ

ポリシーでの GTP 検査の確認

目的 ポリシーで GTP 検査が有効であることを確認します。

アクション 動作モードで、show security コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1665ページのGTP メッセージ フィルタリングについて

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ
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GTP 検査オブジェクト

• GTP 検査オブジェクトについて 1664ページ

• 例: GTP 検査オブジェクトの作成 1664ページ

GTP 検査オブジェクトについて

デバイスで GPRS トンネリング プロトコル（GTP）トラフックの検査を行うには、GTP 検査オ

ブジェクトを作成し、ポリシーに適用する必要があります。 GTP 検査オブジェクトは柔軟性が

高く、異なる GTP 構成を実施する複数のポリシーを構成することができます。 ソース ゾー

ン、宛先ゾーン、アドレス、アクションなどに基づいて GTP トラフィックを異なる方法で制御

するように、デバイスを構成できます。

GTP 機能を構成するには、GTP 構成のコンテキストを入力する必要があります。 CLI に設定を

保存するには、まず GTP 構成を終了し、commit コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1665ページのGTP メッセージ フィルタリングについて

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

• 1664ページの例: GTP 検査オブジェクトの作成

例: GTP 検査オブジェクトの作成

この例では、GTP 検査オブジェクトを作成する方法を示します。

• 要件 1664ページ

• 概要 1664ページ

• 構成 1664ページ

• 確認 1665ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では LA-NY という名前の GTP 検査オブジェクトを作成します。 デフォルト値のほとん

どはそのままにしますが、シーケンス番号検証機能を有効にします。

構成

ステップごとの手順 GTP 検査オブジェクトを構成するには、以下の手順に従います。

1. GTP 検査オブジェクトを作成します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile la-ny
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2. シーケンス番号検証を有効にします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile la-ny seq-number-validated

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1665ページのGTP メッセージ フィルタリングについて

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTP メッセージ フィルタリング

• GTP メッセージ フィルタリングについて 1665ページ

• GTP メッセージ長フィルタリング 1666ページ

• GTP メッセージ タイプ フィルタリング 1667ページ

• GTP メッセージレートの制限 1672ページ

• GTP シーケンス番号検証 1673ページ

• GTP IP フラグメント化について 1675ページ

GTP メッセージ フィルタリングについて

デバイスが GPRS トンネリング プロトコル（GTP）パケットを受信すると、パケットをデバイ

スに設定されているポリシーと照合します。 パケットがポリシーに適合すると、デバイスはポ

リシーに適用されている GTP 構成に従ってパケットを検査します。 パケットがどの GTP 構成

パラメータにも一致しない場合は、GTP 検査オブジェクトの構成に基づいて、デバイスはパケッ

トをパスまたはドロップします。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1666ページのGTP メッセージ長のフィルタリングについて

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ
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GTP メッセージ長フィルタリング

• GTP メッセージ長のフィルタリングについて 1666ページ

• 例: GTP メッセージ長の設定 1666ページ

GTP メッセージ長のフィルタリングについて

指定した最小または最大メッセージ長に満たないパケットをドロップするように、デバイスを

構成できます。 GPRS トンネリング プロトコル（GTP）ヘッダーには、メッセージ長フィール

ドに GTP ペイロードの長さがオクテットで示されています。 GTP ヘッダー自身の長さ、UDP

ヘッダーおよび IP ヘッダーは含まれていません。 GTP メッセージ長のデフォルトの最小値お

よび最大値はそれぞれ 0 バイトと 65,535 バイト です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1666ページの例: GTP メッセージ長の設定

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

例: GTP メッセージ長の設定

この例では、GTP メッセージ長を設定する方法を示します。

• 要件 1666ページ

• 概要 1666ページ

• 構成 1666ページ

• 確認 1667ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、GTP 検査オブジェクトに対して、最小 GTP メッセージ長を 8 オクテットとし、

最大 GTP メッセージ長を 1,200 オクテットに設定します。

構成

ステップごとの手順 GTP メッセージ長を設定するには、以下の手順に従います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. 最小メッセージ長を指定します。

[edit]
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user@host# set security gprs gtp profile gtp1 min-message-length 8

3. 最大メッセージ長を指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 max-message-length 1200

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1666ページのGTP メッセージ長のフィルタリングについて

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTP メッセージ タイプ フィルタリング

• GTP メッセージ タイプ フィルタリングについて 1667ページ

• 例: GTP メッセージ タイプの許可および拒否 1668ページ

• サポートされている GTP メッセージ タイプ 1669ページ

GTP メッセージ タイプ フィルタリングについて

GPRS トンネリング プロトコル（GTP）パケットをフィルタリングし、メッセージ タイプに基

づいて許可または拒否するように、デバイスを構成できます。 デフォルトでは、デバイスはす

べての GTP メッセージ タイプを許可します。

GTP メッセージ タイプには 1 つ以上のメッセージが含まれています。 あるメッセージ タイ

プを許可または拒否すると、指定したタイプのすべてのメッセージが自動的に許可または拒否

されます。 たとえば、sgsn-context メッセージ タイプをドロップするように選択すると、

sgsn-context-request、sgsn-context-response、sgsn-context-acknowledge メッセージがド

ロップされます。

メッセージ タイプは、GTP バージョン番号に基づいて許可または拒否します。 たとえば、あ

るバージョンのメッセージ タイプを拒否する一方、他のバージョンの同メッセージ タイプを

許可することができます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について
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• 1668ページの例: GTP メッセージ タイプの許可および拒否

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

例: GTP メッセージ タイプの許可および拒否

この例では、GTP メッセージ タイプを許可および拒否する方法を示します。

• 要件 1668ページ

• 概要 1668ページ

• 構成 1668ページ

• 確認 1668ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、gtp1 プロファイルに対して、バージョン 1 の error-indication および

failure-report メッセージ タイプの両方をドロップするようにデバイスを構成します。

構成

ステップごとの手順 GTP メッセージ タイプを許可および拒否するには、以下の手順に従います。

1. デバイスを構成します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. error-indication メッセージ タイプをドロップします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 drop error-indication 1

3. failure-report メッセージ タイプをドロップします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 drop failure-report 1

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1667ページのGTP メッセージ タイプ フィルタリングについて
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• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

サポートされている GTP メッセージ タイプ

1669ページの表164 は GTP リリース 1997 および 1999（GTP のチャージング メッセージを含

む）でサポートされている GTP メッセージと、GTP メッセージ タイプ フィルタリングの設定

に使用可能なメッセージ タイプを示しています。

表164: GTP メッセージ

バージョン 1バージョン 0メッセージ タイプメッセージ

bcreate-aa-pdpcreate AA pdp context request（AA PDP

コンテキストの作成要求）

bcreate-aa-pdpcreate AA pdp context response（AA

PDP コンテキストの作成応答）

bbcreate-pdpcreate pdp context request（PDP コン

テキストの作成要求）

bbcreate-pdpcreate pdp context response（PDP コ

ンテキストの作成応答）

bbdata-recorddata record request（データ レコード

要求）

bbdata-recorddata record response（データ レコー

ド応答）

bdelete-aa-pdpdelete AA pdp context request（AA PDP

コンテキストの削除要求）

bdelete-aa-pdpdelete AA pdp context response（AA

PDP コンテキストの削除応答）

bbdelete-pdpdelete pdp context request（PDP コン

テキストの削除要求）

bbdelete-pdpdelete pdp context response（PDP コ

ンテキストの削除応答）

bbechoecho request（エコー要求）

bbechoecho response（エコー応答）

bberror-indicationerror indication（エラー通知）

bbfailure-reportfailure report request（失敗レポート

要求）

bbfailure-reportfailure report response（失敗レポー

ト応答）
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表164: GTP メッセージ （続き）

バージョン 1バージョン 0メッセージ タイプメッセージ

bbfwd-relocationforward relocation request（フォワー

ド リロケーション要求）

bbfwd-relocationforward relocation response（フォワー

ド リロケーション応答）

bbfwd-relocationforward relocation complete（フォワー

ド リロケーション完了）

bbfwd-relocationforward relocation complete

acknowledge（フォワード リロケーショ

ン完了の確認応答）

bbfwd-srns-contextforward SRNS context（フォワード SRNS

コンテキスト）

bbfwd-srns-contextforward SRNS context acknowledge

（フォワード SRNS コンテキストの確認

応答）

bbidentificationidentification request（識別要求）

bbidentificationidentification response（識別応答）

bbnode-alivenode alive request（ノード アライブ

要求）

bbnode-alivenode alive response（ノード アライブ

応答）

bbnote-ms-presentnote MS GPRS present request（MS GPRS

存在通知要求）

bbnote-ms-presentnote MS GPRS present response（MS

GPRS 存在通知応答）

bbpdu-notificationpdu notification request（PDU 通知要

求）

bbpdu-notificationpdu notification response（PDU 通知

応答）

bbpdu-notificationpdu notification reject request（PDU

通知拒否要求）

bbpdu-notificationpdu notification reject response（PDU

通知拒否応答）

bbran-infoRAN info relay（RAN 情報中継）
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表164: GTP メッセージ （続き）

バージョン 1バージョン 0メッセージ タイプメッセージ

bbredirectionredirection request（転送要求）

bbredirectionredirection response（転送応答）

bbrelocation-cancelrelocation cancel request（リロケー

ションのキャンセル要求）

bbrelocation-cancelrelocation cancel response（リロケー

ションのキャンセル応答）

bbsend-routesend route info request（経路情報の

送信要求）

bbsend-routesend route info response（経路情報の

送信応答）

bbsgsn-contextsgsn context request（SGSN コンテキ

スト要求）

bbsgsn-contextsgsn context response（SGSN コンテキ

スト応答）

bbsgsn-contextsgsn context acknowledge（SGSN コン

テキストの確認応答）

bbsupported-extensionsupported extension headers

notification（サポートされている拡張

ヘッダーの通知）

bbgtp-pdug-pdu（G-PDU）

bbupdate-pdpupdate pdp context request（PDP コン

テキストの更新要求）

bbupdate-pdpupdated pdp context response（PDP コ

ンテキストの更新応答）

bbversion-not-supportedversion not supported（バージョン未

サポート）

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1667ページのGTP メッセージ タイプ フィルタリングについて

• 1666ページの例: GTP メッセージ長の設定
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GTP メッセージレートの制限

• GTP メッセージレートの制限について 1672ページ

• 例: GTP メッセージ レートの制限 1672ページ

GTP メッセージレートの制限について

GPRS サポート ノード（GSN）に送信されるネットワーク トラフィックのレートを制限するよ

うに、デバイスを構成できます。 GGSN トンネリング プロトコル コントロール（GTP-C）メッ

セージには、個別のしきい値をパケット/秒で設定できます。 GTP-C メッセージには処理と応

答が必要なため、GSN が過負荷状態になる可能性があります。 GTP-C メッセージにレート制限

を設定することによって、GSN を次のようなサービス拒否（DoS）攻撃からを守ることができま

す。

• 境界ゲートウェイ帯域幅の飽和 — 公衆移動端末網（PLMN）と同じ GPRS ローミング エクス

チェンジ（GRX）に接続している悪質なオペレータが、境界ゲートウェイに対して多量のネッ

トワーク トラフィックを送信することにより、正当なトラフィック用の帯域が PLMN との間

で不足し、これによりネットワークとの間のローミング アクセスが拒否される可能性があり

ます。

• GTP フラッド — GPRS トンネリング プロトコル（GTP）トラフィックは GSN をフラッドさ

せ、CPU サイクルに不正なデータを処理させる可能性があります。 これにより、加入者は

ローミングや外部ネットワークへのデータ転送ができなくなります。また 汎用パケット無線

サービス（GPRS）がネットワークに接続できなくなります。

この機能は、Juniper Networks デバイスから各 GSN に送信されるトラフィックのレートを制

限します。 デフォルトのレートは、無制限です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1672ページの例: GTP メッセージ レートの制限

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

例: GTP メッセージ レートの制限

この例では、GTP メッセージ レートを制限する方法を示します。

• 要件 1672ページ

• 概要 1673ページ

• 構成 1673ページ

• 確認 1673ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。
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概要

この例では、受信 GTP メッセージのレートを毎秒 300 パケットに制限します。

構成

ステップごとの手順 GTP メッセージ レートを設定するには、以下の手順に従います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. 制限レートを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 rate-limit 300

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1672ページのGTP メッセージレートの制限について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTP シーケンス番号検証

• GTP シーケンス番号検証について 1673ページ

• 例: GTP シーケンス番号検証の有効化 1674ページ

GTP シーケンス番号検証について

シーケンス番号検証を行うように、デバイスを構成できます。

GPRS トンネリング プロトコル（GTP）パケットのヘッダーにはシーケンス番号フィールドがあ

ります。 この番号は、GTP パケットを受信している ゲートウェイ GPRS サポート ノード

（GGSN）に対して、パケットの順序を示します。 パケット データ プロトコル（PDP）コンテ

キスト アクティブ化段階において、送信側 GGSN は、トンネル経由で他の GGSN に送信する最

初の G-PDU に対してゼロ（0）をシーケンス番号とします。 送信側 GGSN は、その後に送信す

る各 G-PDU に対して、シーケンス番号を 1 つずつ増やしていきます。 65,535 に到達すると、

値はゼロにリセットされます。
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PDP コンテキスト アクティブ化段階において、受信側 GGSN は自身のカウンターをゼロにリ

セットします。 そのため、受信側 GGSN が有効な G-PDU を受け取るたびに、GGSN はカウン

ターを 1 つ増します。 65,535 に到達すると、カウンターはゼロにリセットされます。

通常、受信側 GGSN は受け取ったパケットのシーケンス番号をカウンターのシーケンス番号と

比較します。 番号が一致する場合、GGSN はパケットを転送します。 番号が異なる場合、GGSN

はパケットをドロップします。 GGSN 間に Juniper Networks デバイスを実装することにより、

デバイスは GGSN に対してこの検証を実行することができ、番号順に届かなかったパケットを

ドロップします。 この機能は、無効なパケットを不必要に処理させないようにして、GGSN リ

ソースを節約します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1674ページの例: GTP シーケンス番号検証の有効化

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

例: GTP シーケンス番号検証の有効化

この例では、GTP シーケンス番号検証機能を有効にする方法を示します。

• 要件 1674ページ

• 概要 1674ページ

• 構成 1674ページ

• 確認 1675ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、gtp プロファイルを「gtp1」として設定し、シーケンス番号検証を有効にします。

構成

ステップごとの手順 GTP シーケンス番号検証機能を有効にするには、以下の手順に従います。

1. GTP プロファイルを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. シーケンス番号検証を有効にします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 seq-number-validated

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1673ページのGTP シーケンス番号検証について

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTP IP フラグメント化について

GPRS トンネリング プロトコル（GTP）パケットは、メッセージ本体と 3 つのヘッダー（GTP、

UDP および IP）から構成されています。 発生した IP パケットが転送リンクの最大送信単位

（MTU）より大きい場合、送信側サービング GPRS サポート ノード（SGSN）またはゲートウェ

イ GPRS サポート ノード（GGSN）は IP フラグメント化を行います。

デフォルトでは、デバイスは完全な GTP メッセージを受信するまで IP フラグメントをバッ

ファし、その後 GTP メッセージを検査します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1675ページのGTP 情報要素について

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTP 情報要素

• GTP 情報要素について 1675ページ

• GTP APN フィルタリング 1676ページ

• GTP IMSI プレフィックス フィルタリング 1678ページ

• GTP R6、R7、R8、および R9 情報要素 1680ページ

GTP 情報要素について

情報要素（IE）は、すべての GPRS トンネリング プロトコル（GTP）コントロール メッセージ

パケットに含まれています。 IE は、GTP トンネルの作成、変更、削除、ステータスなど、GTP

トンネルに関する情報を提供します。 Junos OS では、3GPP（3rd Generation Partnership

Project） リリース 6、リリース 7、リリース 8、およびリリース 9 と整合性のある IE がサ

ポートされています。 オペレータとの間で、3GPP の以前のリリースを実行について契約で合
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意している場合、サポートされていない IE を含むコントロール メッセージを制限すること

で、ネットワークのオーバーヘッドを減らすことが可能です。

注: 新しい情報要素（IE）を導入した場合、GTP は未知の IE を検出しても GTP

メッセージを転送するため、GTP メッセージがドロップされることはありません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1675ページのGTP IP フラグメント化について

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTP APN フィルタリング

• GTP APN フィルタリングについて 1676ページ

• 例: GTP APN と選択モードの設定 1677ページ

GTP APN フィルタリングについて

アクセス ポイント名（APN）は、ネットワークへの到達方法に関する情報を提供する、GPRS ト

ンネリング プロトコル（GTP）パケットのヘッダーに含まれている情報要素（IE）です。 APN

は 2 つの要素から構成されています。

• ネットワーク ID — 外部ネットワーク（mobiphone.com など）の名前を識別する ID。

• オペレータ ID — オペレータの公衆移動端末網（PLMN）（mnc123.mcc456 など）を一意的に

識別する ID。

デフォルトでは、デバイスはすべての APN を許可します。 しかし、デバイスを構成して、ロー

ミング加入者が外部ネットワークにアクセスするのを制限する APN フィルタリングを行うこと

もできます。

APN フィルタリングを有効にするには、1 つ以上の APN を指定する必要があります。 APN を

指定するには、ネットワークのドメイン名（たとえば、mobiphone.com）およびオペレータ ID

（オプション）を知っておく必要があります。 APN のドメイン名（ネットワーク ID ）の部分

は、非常に長く多くの文字を含む可能性があるため、APN の最初の文字にワイルドカード「*」

を使用できます。 ワイルドカードを使用すると、APN は mobiphone.com だけではなく、

mobiphone.com の前にある他の文字も含まれます。

また、APN に選択モードを設定することもできます。 選択モードは APN の元の場所と、ホー

ム ロケーション レジスタ（HLR）がユーザー加入を検証したかどうかを示します。 ネットワー

クのセキュリティ ニーズに従って、選択モードを設定します。 設定できる選択モードは以下

の通りです。

• 移動端末 — 移動端末提供の APN、加入は検証されていない。
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この選択モードは、移動端末（MS）が APN を提供し、HLR がネットワークに対してユーザー

加入を検証しなかったことを示します。

• ネットワーク — ネットワーク提供の APN、加入は検証されていない。

この選択モードは、MS が APN を指定しなかったため、ネットワークがデフォルトの APN を

提供したことを示し、HLR がネットワークに対してユーザー加入を検証しなかったことを示

します。

• 検証済み — MS またはネットワーク提供の APN、加入は検証済み。

この選択モードは、MS またはネットワークが APN を提供し、HLR がネットワークに対して

ユーザー加入を検証したことを示します。

APN フィルタリングは、create-pdp-request メッセージに対してのみ適用されます。 APN フィ

ルタリング実行時、デバイスは GTP パケットを検査して、設定した APN と一致する APN を探

します。 GTP パケットの APN が、指定した APN と一致する場合、次にデバイスは選択モード

を検証し、APN と選択モードの両方が指定した APN と選択モードと一致する場合にのみ、GTP

パケットを転送します。 APN フィルタリングは完全一致に基づいているため、APN サフィック

ス設定時にワイルドカード「*」を使用することにより、認証すべき APN が誤って排除される

ことを防ぎます。 デバイスは、一致しない他のすべての APN を自動的に拒否します。

またデバイスは、国際移動端末加入者 ID（IMSI）プレフィックスと APN の組み合わせに基づ

いて GTP パケットをフィルタリングすることもできます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1677ページの例: GTP APN と選択モードの設定

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

例: GTP APN と選択モードの設定

この例では、GTP APN と選択モードを設定する方法を示します。

• 要件 1677ページ

• 概要 1677ページ

• 構成 1678ページ

• 確認 1678ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では mobiphone.com.mnc123.mcc456.gprs を GTP APN として設定し、ワイルドカード

「*」を使用します。 また選択モードをネットワークに設定します。
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構成

ステップごとの手順 GTP APN および選択モードを構成するには、以下の手順に従います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. APN の選択モードを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 apn *mobiphone.com.mnc123.mcc456.gprs

mcc-mnc * action selection net

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1676ページのGTP APN フィルタリングについて

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTP IMSI プレフィックス フィルタリング

• GTP パケットの IMSI プレフィックス フィルタリングについて 1678ページ

• 例: IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせた設定 1679ページ

GTP パケットの IMSI プレフィックス フィルタリングについて

GPRS サポート ノード（GSN）は、国際移動端末加入者 ID（IMSI）により移動端末（MS）を識

別します。 IMSI は、移動国コード（MCC）、移動ネットワーク コード（MNC）、移動加入者

ID 番号（MSIN）の 3 つの要素から構成されています。 MCC と MNC が組み合わさって IMSI

プレフィックスを構成し、移動加入者のホーム ネットワークまたは公衆移動端末網（PLMN）を

識別します。

IMSI プレフィックスを設定すると、ローミング パートナー以外から送信された GPRS トンネ

リング プロトコル（GTP）トラフィックを拒否するように、デバイスを構成できます。 デフォ

ルトでは、デバイスは GTP パケットに対して IMSI プレフィックス フィルタリングを行いま

せん。 IMSI プレフィックスを設定すると、デバイスは create-pdp-request メッセージだけ

をフィルタリングし、指定した IMSI プレフィックスを持つ GTP パケットだけを許可します。

デバイスは、指定した IMSI プレフィックスと一致しない IMSI プレフィックスを持った GTP

パケットを許可します。 指定した IMSI プレフィックスと一致しない IMSI プレフィックスを
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持つ GTP パケットをブロックするには、IMSI フィルタに明示的なワイルドカードを使用しま

す。ドロップ アクションは、IMSI プレフィックス フィルタリングの最後のポリシーです。

IMSI プレフィックスに基づいて GTP パケットをフィルタリングする場合、APN も指定する必

要があります。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1679ページの例: IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせた設定

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

例: IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせた設定

この例では、IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせて設定する方法を示します。

• 要件 1679ページ

• 概要 1679ページ

• 構成 1679ページ

• 確認 1680ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、mobiphone.com.mnc123.mcc456.gprs を APN として設定し、ワイルドカード「*」

を使用します。 この APN には、すべての選択モードを許可します。 また、既知の PLMN の

IMSI プレフィックスを 246565 に設定します。 MCC-MNC ペアは 5 桁または 6 桁です。

構成

ステップごとの手順 IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせて設定するには、以下の手順に従います。

1. GTP プロファイルを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. APN の選択モードを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 apn *mobiphone.com.mnc123.mcc456.gprs

mcc-mnc 246565 action pass

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1678ページのGTP パケットの IMSI プレフィックス フィルタリングについて

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTP R6、R7、R8、および R9 情報要素

• R6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について 1680ページ

• 例: GTP メッセージからの R6 情報要素の削除 1681ページ

• サポートされている R6 情報要素 1682ページ

• 例: GTP メッセージからの R7 情報要素の削除 1685ページ

• サポートされている R7 情報要素 1686ページ

• 例: GTP メッセージからの R8 情報要素の削除 1687ページ

• サポートされている R8 情報要素 1688ページ

• 例: GTP メッセージからの R9 情報要素の削除 1688ページ

• サポートされている R9 情報要素 1689ページ

R6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について

3GPP（3rd Generation Partnership Project）R6、R7、R8、および R9 情報要素（IE）削除機

能を使用すると、2GPP（2nd Generation Partnership Project）ネットワークと 3GPP ネット

ワーク間のローミングの相互運用性を維持することができます。 公衆移動端末網（PLMN）と

GPRS ローミング エクスチェンジ（GRX）の境界上で Gp ファイアウォールとして機能する GPRS

トンネリング プロトコル（GTP）対応の Juniper Networks デバイスを設定して、パケットが

2GPP ネットワークに入るときに GTP パケット ヘッダーから 3GPP 固有の属性を削除すること

ができます。 GTP メッセージがゲートウェイ GPRS サポート ノード（GGSN）に転送される前

に、RAT、RAI、共通フラグ、ULI、MS タイム ゾーン、IMEI-SV、 およびアクセス ポイント名

（APN）制限 IE を GTP メッセージから削除するように、デバイスを構成できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1681ページの例: GTP メッセージからの R6 情報要素の削除

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ
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例: GTP メッセージからの R6 情報要素の削除

この例では、GTP メッセージから R6 情報要素を削除する方法を示します。

• 要件 1681ページ

• 概要 1681ページ

• 構成 1681ページ

• 確認 1681ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、新たに追加された R6 IE（RAT、共通フラグ、ULI、IMEI‐SV、MS タイム ゾーン、

および APN 制限）を GTP メッセージから削除するように、セキュリティ デバイスの GP イン

ターフェースを構成します。

構成

ステップごとの手順 GTP メッセージから R6 情報要素を削除するには、以下の手順に従います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. 情報要素を指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 remove-ie version v1 release R6

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1680ページのR6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ
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サポートされている R6 情報要素

Junos OS では、1682ページの表165 に示したすべての GTP の 3GPP R6 IE がサポートされてい

ます。

表165: サポートされている情報要素

情報要素IE タイプ値

原因1

国際移動端末加入者 ID（IMSI）2

ルーティング エリア アイデンティティ（REI）3

テンポラリ ロジカル リンク アイデンティティ（TLLI）4

パケット TMSI（P-TMSI）5

必要な再順序付け8

認証トリプレット9

MAP 原因11

P-TMSI 署名12

MS 認証済み13

リカバリ14

選択モード15

トンネル エンド ポイント 識別子データ 116

トンネル エンド ポイント 識別子制御プレーン17

トンネル エンド ポイント 識別子データ 218

ティアダウン ID19

NSAPI20

RANAP 原因21

RAP コンテキスト22

無線優先度 SMS23

無線優先度24
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表165: サポートされている情報要素 （続き）

情報要素IE タイプ値

パケット フロー ID25

課金特性26

トレース リファレンス27

トレース タイプ28

MS 到達不能の理由29

課金 ID127

エンド ユーザー アドレス128

MM コンテキスト129

PDP コンテキスト130

アクセス ポイント名131

プロトコル構成オプション132

GSN アドレス133

MS 国際 PSTN/ISDN 番号（MSISDN）134

サービス品質（QoS）プロファイル135

認証クゥインタプレット136

トラフィック フロー テンプレート137

ターゲット識別138

UTRAN トランスペアレント コンテナ139

RAB セットアップ情報140

拡張ヘッダー タイプ リスト141

トリガー ID142

OMC ID143

RAN トランスペアレント コンテナ144

PDP コンテキスト優先化145
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表165: サポートされている情報要素 （続き）

情報要素IE タイプ値

追加 RAB セットアップ情報146

SGSN 番号147

共通フラグ148

APN 制限149

無線優先度 LCS150

RAT タイプ151

ユーザー ロケーション情報152

MS タイム ゾーン153

IMEI-SV154

CAMEL 課金情報コンテナ155

MBMS UE コンテキスト156

Temporary Mobile Group Identity（TMGI）157

RIM ルーティング アドレス158

MBMS プロトコル構成オプション159

MBMS サービス エリア160

ソース TNC PDCP コンテキスト情報161

追加トレース情報162

ホップ カウンタ163

選択された PLMN ID164

MBMS セッション識別子165

MBMS2G/3G インジケータ166

拡張型 NSAPI167

MBMS セッション時間168

追加 MBMS トレース情報169
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表165: サポートされている情報要素 （続き）

情報要素IE タイプ値

BSS コンテナ173

セル識別174

PDU 番号175

BSSGP 原因176

RIM ルーティング アドレス ディスクリミネータ178

セットアップ PFCS のリスト179

PS ハンドオーバ XID パラメータ180

高信頼性 INTER RAT HANDOVER INFO188

課金ゲートウェイ アドレス251

プライベート拡張255

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1680ページのR6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について

• 1681ページの例: GTP メッセージからの R6 情報要素の削除

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

例: GTP メッセージからの R7 情報要素の削除

この例では、GTP メッセージから R7 情報要素を削除する方法を示します。

• 要件 1685ページ

• 概要 1685ページ

• 構成 1686ページ

• 確認 1686ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、新たに追加された R7 IE を GTP メッセージから削除するように、セキュリティ

デバイスの Gp インターフェースを構成します。
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構成

ステップごとの手順 GTP メッセージから R7 情報要素を削除するには、以下の手順に従います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. 情報要素を指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 remove-ie version v1 release R7

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1680ページのR6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

サポートされている R7 情報要素

Junos OS では、1686ページの表166 に示したすべての GTP の 3GPP R7 IE がサポートされてい

ます。

表166: サポートされている情報要素

情報要素IE タイプ値

PS ハンドオーバ要求コンテキスト172

MS 情報変更レポート アクション181

ダイレクト トンネル フラグ182

Correlation-ID183

ベアラ制御モード184

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 1680ページのR6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について

• 1685ページの例: GTP メッセージからの R7 情報要素の削除

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

例: GTP メッセージからの R8 情報要素の削除

この例では、GTP メッセージから R8 情報要素を削除する方法を示します。

• 要件 1687ページ

• 概要 1687ページ

• 構成 1687ページ

• 確認 1687ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、新たに追加された R8 IE を GTP メッセージから削除するように、セキュリティ

デバイスの Gｐ インターフェースを構成します。

構成

ステップごとの手順 GTP メッセージから R8 情報要素を削除するには、以下の手順に従います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. 情報要素を指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 remove-ie version v1 release R8

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1680ページのR6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要
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• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

サポートされている R8 情報要素

Junos OS では、1688ページの表167 に示したすべての GTP の 3GPP R8 IE がサポートされてい

ます。

表167: サポートされている情報要素

情報要素IE タイプ値

RFSP インデックス189

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1680ページのR6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について

• 1687ページの例: GTP メッセージからの R8 情報要素の削除

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

例: GTP メッセージからの R9 情報要素の削除

この例では、GTP メッセージから R9 情報要素を削除する方法を示します。

• 要件 1688ページ

• 概要 1688ページ

• 構成 1688ページ

• 確認 1689ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、新たに追加された R9 IE を GTP メッセージから削除するように、セキュリティ

デバイスの Gｐ インターフェースを構成します。

構成

ステップごとの手順 GTP メッセージから R9 情報要素を削除するには、以下の手順に従います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. 情報要素を指定します。

Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.1688

Junos OS セキュリティ構成ガイド

http://www.juniper.net/techpubs/en_US/junos11.4/information-products/topic-collections/security/software-all/feature-support-reference/junos-security-feature-support-guide.pdf


[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 remove-ie version v1 release R9

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1680ページのR6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について

• 1664ページのGTP 検査オブジェクトについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

サポートされている R9 情報要素

Junos OS では、1689ページの表168 に示したすべての GTP の 3GPP R9 IE がサポートされてい

ます。

表168: サポートされている情報要素

情報要素IE タイプ値

完全修飾ドメイン名（FQDN）190

進化型割り当て/保管優先度 1191

進化型割り当て/保管優先度 2192

拡張型共通フラグ193

ユーザー CSG情報（UCI）194

CSG 情報レポート アクション195

CSG ID196

CSG メンバーシップ表示（CMI）197

統合最大ビット レート（AMBR）198

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1680ページのR6、R7、R8、および R9 情報要素の削除について
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• 1688ページの例: GTP メッセージからの R9 情報要素の削除

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GGSN リダイレクションについて

Junos OS では、GPRS トンネリング プロトコル（GTP）トラフィックおよびゲートウェイ GPRS

サポート ノード（GGSN）転送がサポートされています。 GGSN（X）は、create-pdp-context

応答を送信し、後続の GTP-C メッセージおよび GTP-U メッセージに対して、異なる GGSN IP

アドレス（GGSN Y と GGSN Z）を指定できます。 その結果、SGSN は、 後続の GTP-C メッセー

ジおよび GTP-U メッセージを、 GGSN X ではなく、GGSN Y および GGSN Z に送信します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1655ページのGPRS の概要

• 1659ページのポリシー ベース GTP について

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTPv2 について

GPRS トンネリング プロトコル（GTP）は、個々の移動端末（MS）に対して、サービング GPRS

サポート ノード（SGSN）とゲートウェイ GPRS サポート ノード（GGSN）間に GTP トンネルを

確立するために使用されます。 以前のリリースでは、GTP バージョン 0（GTPv0）および GTP

バージョン 1（GTPv1）のみが導入されていました。 Junos オペレーティング システム（Junos

OS）リリース 11.4 には、GTP バージョン 2（GTPv2） が実装されています。

GTPv2 は、3GPP（3rd Generation Partnership Project）が開発した第 4 世代（4G）無線ブ

ロードバンド技術である、Long Term Evolution（LTE）の一部です。 3GPP とは、GPRS規格を

制定する標準化団体です。 LTE は、携帯電話網の容量と速度を向上するように設計されていま

す。 GTPv2 は、LTE ネットワーク用に開発されたプロトコルです。 LTE ネットワークは、ネッ

トワーク要素、LTE インターフェース、およびプロトコルから構成されています。

GTPv0 および GTPv1 は、SGSN と GGSN を使用して実装されています。 しかし GTPv2 では、

従来の SGSN および GGSN ではなく、3 つの論理ノード（サービング ゲートウェイ（SGW）、

パケット データ ネットワーク ゲートウェイ（PGW）およびモビリティ管理エンティティ

（MME））が使用されています。

1691ページの図147 は、公衆移動端末網（PLMN）に配備された SRX シリーズ デバイスの LTE イ

ンターフェースを示したものです。
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図 147: LTE インターフェース
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• S5 — このインターフェースは SGW と PGW を接続します。 SGW および PGW 間の、ユーザー

プレーン トンネリングとトンネル管理機能を提供します。 また、ユーザー端末のモビリティ

や、非配置 PGW と SGW との接続によって発生する、SGW の再配置にも使用されます。 S5

インターフェースは、第 3 世代（3G）移動端末網の Gn インターフェースに相当します。

• S8 — このインターフェースは、在圏 PLMN （VPLM）内の SGW と、ホーム PLMN （HPLMN）内

の PGW を接続します。 S8 は、PLMN 間インターフェースとして設計された S5 の変形です。

S8 インターフェースは、第 3 世代（3G）移動端末網の Gp インターフェースに相当します。

• S4 — このインターフェースは、S4 SGSN と SGW を接続します。 GPRS コア ネットワークお

よび 3GPP アンカー機能間に関連する制御およびモビリティ サポートを提供します。 また、

ダイレクト トンネリングか確立されない場合は、ユーザー プレーン トンネリングも提供し

ます。 S4 インターフェースは 3G ネットワークと 4G ネットワーク間の相互運用性を提供

するため、3G 移動端末網に相当するインターフェースはありません。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•
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• 1655ページのGPRS の概要

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1696ページのGTPv2 メッセージ フィルタリングについて

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

ポリシー ベース GTPv2

• ポリシー ベース GTPv2について 1692ページ

• 例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化 1693ページ

ポリシー ベース GTPv2について

GPRS トンネリング プロトコル バージョン 2（GTPv2）では、すべての GTPv2 パケットを、

GTPv2 トラフィックを制御するセキュリティ ポリシーと照合してチェックする、ポリシー メ

カニズムが実装されています。 その後、このセキュリティ ポリシーに基づいて、パケットを

転送、ドロップ、またはトンネルします。

GTPv2 セキュリティ ポリシーを使用すると、GTPv2 トラフィックを転送、拒否またはトンネル

することができます。 しかし、セキュリティ ポリシーだけでは デバイスは GTPv2 トラフィッ

クを検査しません。 GTPv2 トラフィック検査を行うようにするには、GTPv2 検査オブジェクト

を セキュリティ ポリシーに適用する必要があります。 GTPv2 検査オブジェクトとは、GTPv2

トラフィック処理に必要な構成パラメータのセットです。

1 つのセキュリティ ポリシーに適用できる GTPv2 検査オブジェクトは 1 つです。 ただし、1

つの GTPv2 検査オブジェクトを複数のポリシーに適用することは可能です。

注: デフォルトでは、GTPv2 検査オブジェクトはセキュリティ ポリシーに適用され

ていません。 GTPv2 検査オブジェクトをセキュリティ ポリシーに明示的に適用す

る必要があります。

GTPv2 セキュリティ ポリシーを使用して、サービング ゲートウェイ（SGW）などの特定のピア

から GTPv2 トンネルの確立を許可または拒否できます。 複数のソース アドレスと宛先アドレ

ス、アドレス グループ、またはゾーン全体を指定した、GTPv2 セキュリティ ポリシーの構成

も可能です。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1696ページのGTPv2 メッセージ フィルタリングについて

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ
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例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

この例では、ポリシーで GTPv2 検査を有効にする方法を示します。

• 要件 1693ページ

• 概要 1693ページ

• 構成 1693ページ

• 確認 1695ページ

要件

始める前に、GTPv2 を有効にした後でデバイスを再起動する必要があります。 デフォルトで

は、GTPv2 はデバイス上で無効になっています。

概要

この例では、インターフェースを ge-0/0/1 および ge-0/0/2 として構成し、インターフェー

ス アドレスとしてそれぞれ 4.0.0.254/8 および 5.0.0.254/8 を割り当てます。 次に、セキュ

リティ ゾーンを構成し、グローバル アドレスをそれぞれ 4.0.0.5/32 および 5.0.0.6/32 に

指定します。 セキュリティ ポリシーで GTPv2 検査を有効にすることによって、同じ公衆移動

端末網（PLMN）内の 2 つのネットワーク間の双方向トラフィックを許可します。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security gprs gtp profile gtp2

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 4.0.0.254/8

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 5.0.0.254/8

set security zones security-zone sgw1 interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone sgw1 host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone pgw1 interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone pgw1 host-inbound-traffic protocols all

set security address-book global address local-sgw1 4.0.0.5/32

set security address-book global address remote-pgw1 5.0.0.6/32

set security policies from-zone sgw1 to-zone pgw1 policy sgw1_to_pgw1 match source-address

local-sgw1 destination-address remote-pgw1 application junos-gprs-gtp

set security policies from-zone sgw1 to-zone pgw1 policy sgw1_to_pgw1 then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp2

set security policies from-zone pgw1 to-zone sgw1 policy pgw1_to_sgw1 match source-address

remote-pgw1 destination-address local-sgw1 application junos-gprs-gtp

set security policies from-zone pgw1 to-zone sgw1 policy pgw1_to_sgw1 then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp2
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参照してください。

ポリシーで GTPv2 検査を構成するには、以下の手順に従います。

1. GTPv2 を有効にします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp enable

user@host# commit

user@host# exit

user@host# request system reboot

注: GTPv2 を有効にした後、デバイスを再起動しないとGTPv2 検査は有効にな

りません。

2. GTPv2 検査オブジェクトを作成します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2

3. インターフェースを構成します。

[edit interfaces]

user@host# set ge-0/0/1 unit 0 family inet address 4.0.0.254/8

user@host# set ge-0/0/2 unit 0 family inet address 5.0.0.254/8

4. セキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone sgw1 interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone sgw1 host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone sgw1 host-inbound-traffic protocols all

user@host# set security-zone pgw1 interfaces ge-0/0/2.0

user@host# set security-zone pgw1 host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone pgw1 host-inbound-traffic protocols all

5. アドレスを指定します。

[edit security address-book global]

user@host# set address local-sgw1 4.0.0.5/32

user@host# set address remote-pgw1 5.0.0.6/32

6. セキュリティ ポリシーで GTPv2 検査を有効にします。

[edit security policies]

user@host# set from-zone sgw1 to-zone pgw1 policy sgw1_to_pgw1 match source-address

local-sgw1 destination-address remote-pgw1 application junos-gprs-gtp

user@host# set from-zone sgw1 to-zone pgw1 policy sgw1_to_pgw1 then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp2

user@host# set from-zone pgw1 to-zone sgw1 policy pgw1_to_sgw1 match source-address

remote-pgw1 destination-address local-sgw1 application junos-gprs-gtp

user@host# set from-zone pgw1 to-zone sgw1 policy pgw1_to_sgw1 then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp2
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結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成内容を確認します。 出力が意

図した構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone sgw1 to-zone pgw1 {

policy sgw1_to_pgw1 {

match {

source-address local-sgw1;

destination-address remote-pgw1;

application junos-gprs-gtp;

}

then {

permit {

application-services {

gprs-gtp-profile gtp2;

}

}

}

}

}

from-zone pgw1 to-zone sgw1 {

policy pgw1_to_sgw1 {

match {

source-address remote-pgw1;

destination-address local-sgw1;

application junos-gprs-gtp;

}

then {

permit {

application-services {

gprs-gtp-profile gtp2;

}

}

}

}

}

default-policy {

permit-all;

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ポリシーでの GTPv2 検査の確認 1695ページ

ポリシーでの GTPv2 検査の確認

目的 ポリシーで GTPv2 検査が有効であることを確認します。

アクション 動作モードで、show security policies コマンドを入力します。
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関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1696ページのGTPv2 メッセージ フィルタリングについて

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

GTPv2 メッセージ フィルタリング

• GTPv2 メッセージ フィルタリングについて 1696ページ

• GTPv2 メッセージ長フィルタリング 1696ページ

• GTPv2 メッセージ タイプ フィルタリング 1698ページ

• GTPv2 メッセージレートの制限 1704ページ

GTPv2 メッセージ フィルタリングについて

デバイスが GPRS トンネリング プロトコル バージョン 2（GTPv2）パケットを受け取ると、デ

バイスで設定した GTPv2 ポリシーとパケットを照合します。 パケットがポリシーに適合する

と、デバイスはポリシーに適用されている GTPv2 検査オブジェクトに従ってパケットを検査し

ます。 パケットがどの構成パラメータにも一致しない場合は、デバイスはパケットをドロップ

します。 パケットがすべての構成パラメータと一致する場合、パケットは転送されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1696ページのGTPv2 メッセージ長のフィルタリングについて

• 1698ページのGTPv2 メッセージ タイプ フィルタリングについて

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

GTPv2 メッセージ長フィルタリング

• GTPv2 メッセージ長のフィルタリングについて 1696ページ

• 例: GTPv2 メッセージ長の設定 1697ページ

GTPv2 メッセージ長のフィルタリングについて

指定した最小または最大メッセージ長に満たない GPRS トンネリング プロトコル バージョン

2（GTPv2）パケットをドロップするように、デバイスを構成できます。 GTPv2 ヘッダーにおい

て、メッセージ長フィールドには GTPv2 ペイロードの長さがオクテットで示してあります。
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メッセージ長には、GTPv2 ヘッダー自身の長さ、UDP ヘッダー、TCP ヘッダー、および IP ヘッ

ダーは含まれていません。

GTPv2 メッセージ長のデフォルトの最小値および最大値は、それぞれ 0 バイト と 65,535 バ

イト です。 したがって、GTPv2 メッセージ長は、0 バイト以上 65,535 バイト以下の間で指

定できます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1697ページの例: GTPv2 メッセージ長の設定

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1696ページのGTPv2 メッセージ フィルタリングについて

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

例: GTPv2 メッセージ長の設定

この例では、GTPv2 メッセージ長を設定する方法を示します。

• 要件 1697ページ

• 概要 1697ページ

• 構成 1697ページ

• 確認 1698ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、「gtp2」という名前のGTPv2 検査オブジェクトに対して、最小 GTPv2 メッセージ

長を 10 オクテットとし、最大 GTPv2 メッセージ長を 1500 オクテットに設定します。

構成

ステップごとの手順 GTPv2 メッセージ長を設定するには、以下の手順に従います。

1. GTPv2 プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2

2. 最小メッセージ長を指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2 min-message-length 10

3. 最大メッセージ長を指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2 max-message-length 1500
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4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1696ページのGTPv2 メッセージ長のフィルタリングについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

GTPv2 メッセージ タイプ フィルタリング

• GTPv2 メッセージ フィルタリングについて 1698ページ

• 例: GTPv2 メッセージ タイプの許可および拒否 1699ページ

• サポートされている GTPv2 メッセージ タイプ 1700ページ

GTPv2 メッセージ フィルタリングについて

GPRS トンネリング プロトコル バージョン 2（GTPv2）パケットを、メッセージ タイプに基づ

いてフィルタリングするように、デバイスを構成できます。 デフォルトでは、デバイスはすべ

ての GTPv2 メッセージ タイプを許可します。

メッセージ タイプは、GTP バージョン番号に基づいて許可または拒否します。 たとえば、あ

るバージョンのメッセージ タイプを拒否する一方、他のバージョンの同メッセージ タイプを

許可することができます。

set security gprs gtp profile profile name drop message-type number 構成ステートメントを

使用して、GTPv2 メッセージ タイプを破棄できます。 バージョン番号が示されていない場合、

すべてのバージョンのメッセージ タイプが破棄されます。 構成したメッセージ タイプが特定

の GTP バージョンに対して有効でない場合、その構成は有効になりません。

注: GTP バージョン 1（GTPv1）に有効なメッセージ タイプが GTPv2 では有効でな

い場合があります。また、その逆の場合も同じです。

GTPv2 メッセージ タイプには 1 つ以上のメッセージが含まれています。 あるメッセージ タ

イプを許可または拒否すると、指定したメッセージ タイプのすべてのメッセージが自動的に許

可または拒否されます。 たとえば、identification メッセージ タイプをドロップするように

指定すると、 identification-request および identification-response メッセージが自動的

にドロップされます。 また、バージョン 2 の create-pdp メッセージ タイプをドロップする
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ように指定すると、バージョン 2 の create-pdp-request および create-pdp-response メッ

セージだけがドロップされます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1699ページの例: GTPv2 メッセージ タイプの許可および拒否

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1696ページのGTPv2 メッセージ フィルタリングについて

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

例: GTPv2 メッセージ タイプの許可および拒否

この例では、GTPv2 メッセージ タイプを許可および拒否する方法を示します。

• 要件 1699ページ

• 概要 1699ページ

• 構成 1699ページ

• 確認 1700ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、gtp2 プロファイルに対して、バージョン 2 の echo および create-session メッ

セージ タイプをドロップするようにデバイスを構成します。

構成

ステップごとの手順 GTPv2 メッセージ タイプを許可および拒否するには、以下の手順に従います。

1. GTPv2 プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2

2. バージョン 2 の echo メッセージ タイプをドロップします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2 drop echo 2

3. バージョン 2 の create-session メッセージ タイプをドロップします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2 drop create-session 2

4. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1698ページのGTPv2 メッセージ タイプ フィルタリングについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1696ページのGTPv2 メッセージ フィルタリングについて

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

サポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

1700ページの表169 は、GTPv2 でサポートされているメッセージ タイプを示したものです。 こ

れらのメッセージ タイプを使用して、GTPv2 メッセージ タイプ フィルタリングを構成できま

す。

表169: GTPv2 メッセージ

メッセージ タイプメッセージ

bearer-resourcebearer resource command（ベアラ リソース コマンド）

bearer-resourcebearer resource failure（ベアラ リソース失敗）

change-notificationchange notification request（変更通知要求）

change-notificationchange notification response（変更通知応答）

contextcontext request（コンテキスト要求）

contextcontext response（コンテキスト応答）

contextcontext acknowledgement（コンテキストの確認応答）

config-transferconfiguration transfer tunnel（構成転送トンネル）

create-bearercreate bearer request（べアラの作成要求）

create-bearercreate bearer response（べアラの作成応答）

create-data-forwardingcreate indirect data forwarding tunnel request（間

接データ転送トンネルの作成要求）

create-data-forwardingcreate indirect data forwarding tunnel response（間

接データ転送トンネルの作成応答）
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表169: GTPv2 メッセージ （続き）

メッセージ タイプメッセージ

create-tnl-forwardingcreate forwarding tunnel request（転送トンネルの作

成要求）

create-tnl-forwardingcreate forwarding tunnel response（転送トンネルの作

成応答）

create-sessioncreate session request（セッションの作成要求）

create-sessioncreate session response（セッションの作成応答）

cs-pagingCS paging indication（CS ページング通知）

delete-bearerdelete bearer request（ベアラの削除要求）

delete-bearerdelete bearer response（ベアラの削除応答）

delete-commanddelete bearer command（ベアラの削除コマンド）

delete-commanddelete bearer failure（ベアラの削除失敗）

delete-data-forwardingdelete indirect data forwarding tunnel request（間

接データ転送トンネルの削除要求）

delete-data-forwardingdelete indirect data forwarding tunnel response（間

接データ転送トンネルの削除応答）

delete-pdndelete PDN connection set request（PDN 接続セットの

削除要求）

delete-pdndelete PDN connection set response（PDN 接続セット

の削除応答）

delete-sessiondelete session request（セッションの削除要求）

delete-sessiondelete session response（セッションの削除応答）

detachdetach notification（デタッチ通知）

detachdetach acknowledgement（デタッチの確認応答）

downlink-notificationdownlink data notification（ダウンリンク データ通

知）

downlink-notificationdownlink data acknowledgement（ダウンリンク データ

の確認応答）

downlink-notificationdownlink data notification failure（ダウンリンク

データ通知失敗）
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表169: GTPv2 メッセージ （続き）

メッセージ タイプメッセージ

echoecho request（エコー要求）

echoecho response（エコー応答）

fwd-accessforward access context notification（フォワード ア

クセス コンテキスト通知）

fwd-accessforward access context acknowledgement（フォワード

アクセス コンテキストの確認応答）

fwd-relocationforward relocation request（フォワード リロケーショ

ン要求）

fwd-relocationforward relocation response（フォワード リロケーショ

ン応答）

fwd-relocationforward relocation complete（フォワード リロケーショ

ン完了）

fwd-relocationforward relocation acknowledgement（フォワード リロ

ケーションの確認応答）

identificationidentification request（識別要求）

identificationidentification response（識別応答）

mbms-sess-startMBMS session start request（MBMS セッション開始要

求）

mbms-sess-startMBMS session start response（MBMS セッション開始応

答）

mbms-sess-stopMBMS session stop request（MBMS セッション停止要求）

mbms-sess-stopMBMS session stop response（MBMS セッション停止応

答）

mbms-sess-updateMBMS session update request（MBMS セッション更新要

求）

mbms-sess-updateMBMS session update response（MBMS セッション更新応

答）

modify-bearermodify bearer request（ベアラの変更要求）

modify-bearermodify bearer response（ベアラの変更応答）

modify-commandmodify bearer command（ベアラの変更コマンド）
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表169: GTPv2 メッセージ （続き）

メッセージ タイプメッセージ

modify-commandmodify bearer failure（ベアラの変更失敗）

release-accessrelease access-bearer request（アクセスベアラの解放

要求）

release-accessrelease access-bearer response（アクセスベアラの解

放応答）

relocation-cancelrelocation cancel request（リロケーションのキャンセ

ル要求）

relocation-cancelrelocation cancel response（リロケーションのキャン

セル応答）

resumeresume notification（再開通知）

resumeresume acknowledgement（再開の確認応答）

stop-pagingstop paging indication（ページングの停止通知）

suspendsuspend notification（中断通知）

suspendsuspend acknowledgement（中断の確認応答）

trace-sessiontrace session activation（トレース セッションのアク

ティブ化）

trace-sessiontrace session deactivation（トレース セッションの非

アクティブ化）

update-bearerupdate bearer request（ベアラの更新要求）

update-bearerupdate bearer response（ベアラの更新応答）

update-pdnupdate PDN connection set request（PDN 接続セットの

更新要求）

update-pdnupdate PDN connection set response（PDN 接続セット

の更新応答）

ver-not-supportedversion not supported（バージョン未サポート）

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1696ページのGTPv2 メッセージ フィルタリングについて

• 1698ページのGTPv2 メッセージ タイプ フィルタリングについて

• 1699ページの例: GTPv2 メッセージ タイプの許可および拒否
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• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1669ページのサポートされている GTP メッセージ タイプ

GTPv2 メッセージレートの制限

• GTPv2 メッセージレートの制限について 1704ページ

• 例: GTPv2 メッセージ レートの制限 1704ページ

GTPv2 メッセージレートの制限について

GPRS トンネリング プロトコル バージョン 2（GTPv2）ゲートウェイに送信される制御トラ

フィックのレートを制限するように、デバイスを構成できます。 GTPv2 ゲートウェイは、公衆

移動端末網（PLMN）の重要なリソースであるため、保護する必要があります。 GTPv2 ゲート

ウェイに送信される制御トラフィックのレートを制限するには、set security gprs gtp profile

name rate-limit messages per second 構成ステートメントを使用します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1704ページの例: GTPv2 メッセージ レートの制限

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1696ページのGTPv2 メッセージ フィルタリングについて

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

例: GTPv2 メッセージ レートの制限

この例では、GTPv2 メッセージ レートを制限する方法を示します。

• 要件 1704ページ

• 概要 1704ページ

• 構成 1705ページ

• 確認 1705ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、GTPv2 ゲートウェイが受信する GTPv2 メッセージのレートを毎秒 200 パケット

に制限します。
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構成

ステップごとの手順 GTPv2 メッセージ レートを制限するには、以下の手順に従います。

1. GTPv2 プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2

2. 制限レートを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2 rate-limit 200

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1704ページのGTPv2 メッセージレートの制限について

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1696ページのGTPv2 メッセージ フィルタリングについて

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

GTPv2 情報要素

• GTPv2 情報要素について 1705ページ

• GTPv2 IMSI および APN フィルタリング 1706ページ

GTPv2 情報要素について

情報要素（IE）は、すべての GPRS トンネリング プロトコル バージョン 2（GTPv2）コント

ロール メッセージ パケットに含まれています。 IE は、GTPv2 トンネルの作成、変更、削除、

ステータスなど、GTPv2 トンネルに関する情報を提供します。 Junos オペレーティング シス

テム（Junos OS）では、3GPP（3rd Generation Partnership Project） リリース 8 と整合性

のある IE がサポートされています。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について
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• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

GTPv2 IMSI および APN フィルタリング

• GTPv2 IMSI プレフィックスおよび APN フィルタリングについて 1706ページ

• 例: GTPv2 IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせた設定 1708ページ

GTPv2 IMSI プレフィックスおよび APN フィルタリングについて

GPRS サポート ノード（GSN）は、国際移動端末加入者 ID（IMSI）により移動端末（MS）を識

別します。 IMSI は、移動国コード（MCC）、移動ネットワークコード（MNC）、移動加入者 ID

番号（MSIN）の 3 つの要素から構成されています。 MCC は 2 桁の数字で、MNC は 2 桁また

は 3 桁の数字です。 MCC と MNC が組み合わさって IMSI プレフィックスを構成し、移動加入

者のホーム ネットワークまたは公衆移動端末網（PLMN）を識別します。 したがって、IMSI プ

レフィックスは PLMN 識別子として機能し、有効なローミング パートナーの識別に使用されま

す。

デフォルトでは、デバイスは GPRS トンネリング プロトコル バージョン 2（GTPv2）パケット

に対して、IMSI プレフィックス フィルタリングを行いません。 IMSI プレフィックスを設定

すると、create-pdp-request メッセージだけをフィルタリングし、指定した IMSI プレフィッ

クスを持つ GTPv2 パケットだけを許可するように、デバイスを構成できます。

IMSI プレフィックスに基づいて GTPv2 パケットをフィルタリングする場合、アクセス ポイン

ト名（APN）も指定する必要があります。

APN は、ネットワークに到達する方法に関する情報を提供する、GTPv2 パケットのヘッダーに

含まれている情報要素 （IE）です。 APN は 2 つの要素から構成されています。

• ネットワーク ID — 外部ネットワーク（netscreen.com など）の名前を識別する ID。

• オペレータ ID オペレータの PLMN（mnc123.mcc789.gprs など）を一意的に識別する ID。

たとえば、mnc123.mcc789.gprs オペレータ経由で netscreen.com ネットワークに到達するた

めの APN が netscreen.com.mnc123.mcc789.gprs であるとします。

デフォルトでは、デバイスは GTPv2 パケットに対して APN フィルタリングを行いません。 し

かし、デバイスを構成して、ローミング加入者が外部ネットワークにアクセスするのを制限す

る APN フィルタリングを行うこともできます。

IMSI プレフィックスと APN の組み合わせに基づいてパケットをフィルタリングするには、set

security gprs gtp profile profile name apn pattern-string mcc-mnc mcc-mnc-number action

（pass |drop |selection） 構成ステートメントを使用します。

APN を指定するには、ネットワークのネットワーク ID またはドメイン名（たとえば、

netscreen.com）、およびオペレータ ID（オプション）を知っておく必要があります。 APN の

ネットワーク ID の部分は非常に長い可能性があるため、APN 文字列の最初の文字にワイルド

カード「*」を使用できます。 たとえば、ネットワーク ID として *.netscreen.com を使用す
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ると、ワイルドカードは、APN は netscreen.com だけでなく、netscreen.com に先行するすべ

ての文字列も含まれることを意味します。

selection オプションを使用して、APN に選択モードを設定することもできます。 選択モード

は APN の元の場所と、ホーム ロケーション レジスタ（HLR）がユーザー加入を検証したかど

うかを示します。 ネットワークのセキュリティ ニーズに従って、選択モードを設定します。

設定できる選択モードは以下の通りです。

• ms — 移動端末提供の APN、加入は検証されていない。

• net — ネットワーク提供の APN、加入は検証されていない。

• vrf — 移動端末またはネットワーク提供の APN、加入は検証済み。

いずれの選択モードにおいても、drop オプションを使用してすべての APN をドロップするこ

とも、pass オプションを使用してすべての APN を許可することもできます。

APN フィルタリング実行時、デバイスはパケットを検査して、設定した APN と一致する APN

を探します。 パケットの APN が指定した APN と一致する場合、デバイスは選択モードを検証

し、GTPv2 パケットを転送します。

注: デバイスが GTPv2 パケットを転送するのは、APN と選択モードの両方が指定し

た APN と選択モードと一致する場合のみです。

APN フィルタリングは完全一致に基づいているため、APN サフィックス設定時ににワイルドカー

ド「*」を使用することにより、認証すべき APN が誤って排除されることを防ぎます。 pass

アクションの場合、デバイスは一致しない他のすべての APN を自動的に拒否します。

注: IMSI プレフィックスおよび APN フィルタリングは、create-pdp-request メッ

セージに対してのみ適用されます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1708ページの例: GTPv2 IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせた設定

• 1705ページのGTPv2 情報要素について

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ
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例: GTPv2 IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせた設定

この例では、GTPv2 IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせて設定する方法を示し

ます。

• 要件 1708ページ

• 概要 1708ページ

• 構成 1708ページ

• 確認 1708ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、netscreen.com.mnc123.mcc789.gprs を APN として設定し、ワイルドカード「*」

を使用します。 この APN には、選択モードとしてネットワークを設定します。 また IMSI プ

レフィックスを 123678 に設定します。

構成

ステップごとの手順 IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせて設定するには、以下の手順に従います。

1. GTPv2 プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2

2. APN の選択モードを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2 apn *netscreen.com.mnc123.mcc789.gprs

mcc-mnc 123678 action selection net

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1706ページのGTPv2 IMSI プレフィックスおよび APN フィルタリングについて

• 1705ページのGTPv2 情報要素について

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ
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GTPv2 トラフィック ログ

• GTPv2 トラフィック ログについて 1709ページ

• 例: GTPv2 トラフィック ロギングの有効化 1709ページ

GTPv2 トラフィック ログについて

コンソールまたは syslog を使用して、GPTS トンネリング プロトコル バージョン 2（GTPv2）

トラフィック ログを表示できます。 GTPv2 パケットの状態に基づいてログを残すように、デ

バイスを構成できます。 GTPv2 パケットの状態は次のいずれかになります。

• 転送 — 有効であったため、転送された GTPv2 パケット。

• 状態無効 — ステートフル インスペクションまたはサニティ チェックに合格しなかったた

め、ドロップされた GTPv2 パケット。 サニティ チェックに合格しなかった場合は、パケッ

トはサニティとしてマークされます。

• 禁止 — メッセージ長、メッセージ タイプ、または国際移動端末加入者 ID（IMSI）プレフィッ

クス チェックに合格しなかったため、ドロップされた GTPv2 パケット。

• レート制限 — 宛先 GPRS サポート ノード（GSN）の最大レート制限を超えたため、ドロップ

された GTPv2 パケット。

デフォルトでは、GTPv2 ロギングはデバイス上で無効になっています。 GTPv2 ロギングをデバ

イス上で有効にするには、set security gprs gtp profile name log 構成ステートメントを使用

します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1709ページの例: GTPv2 トラフィック ロギングの有効化

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

• 1705ページのGTPv2 情報要素について

例: GTPv2 トラフィック ロギングの有効化

この例では、デバイスで GTPv2 トラフィック ロギングを有効にする方法を示します。

• 要件 1710ページ

• 概要 1710ページ

• 構成 1710ページ

• 確認 1710ページ
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要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、転送GTPv2 パケットに対してGTPv2 トラフィック ロギングを有効にします。

構成

ステップごとの手順 転送GTPv2 パケットに対してGTPv2 トラフィック ロギングを有効にするには、以下の手順に従

います。

1. GTPv2 プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2

2. 転送 GTPv2 パケットに対してロギングを有効にします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2 log forwarded basic

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1709ページのGTPv2 トラフィック ログについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

• 1705ページのGTPv2 情報要素について

GTPv2 パスの再起動

• GTPv2 パスの再起動について 1711ページ

• 例: GTPv2 パスの再起動 1711ページ
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GTPv2 パスの再起動について

GPRS トンネリング プロトコル バージョン 2（GTPv2）パスを再起動すると、2 つのデバイス

間のすべての GTPv2 トンネルが終了します。 各 GTPv2 ゲートウェイは、再起動番号と関連付

けられます。 再起動番号は、GTPv2 メッセージのリカバリ情報要素（IE）から取得できます。

ローカルに格納されている再起動番号と新たに取得した再起動番号を比較することによって、

再起動を検出できます。 ローカルに格納されている再起動番号は、ゼロ以外で新しい再起動番

号と一致しない値です。

GTPv2 パスを再起動するには、set security gprs gtp profile name restart-path （echo | create

| all） 構成ステートメントを使用します。

このコマンドを構成すると、デバイスは、メッセージのリカバリ IE から取得した新しい再起

動番号を検出します。 新しい再起動番号は、echo オプションを使用して echo メッセージか

ら、create オプションで create-session メッセージから、または all オプションですべての

タイプの GTPv2 メッセージから取得することもできます。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1711ページの例: GTPv2 パスの再起動

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

• 1705ページのGTPv2 情報要素について

例: GTPv2 パスの再起動

この例では、GTPv2 パスを再起動する方法を示します。

• 要件 1711ページ

• 概要 1711ページ

• 構成 1712ページ

• 確認 1712ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、「gtp2」という名前の GTPv2 検査オブジェクトの GTPv2 パスを再起動します。

新しい再起動番号は、echo メッセージのリカバリ情報要素（IE）から取得します。
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構成

ステップごとの手順 GTPv2 パスを再起動するには、以下の手順に従います。

1. GTPv2 プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2

2. パスを再起動します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2 restart-path echo

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1711ページのGTPv2 パスの再起動について

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

• 1705ページのGTPv2 情報要素について

GTPv2 トンネルのクリーンアップ

• GTPv2 トンネルのクリーンアップについて 1712ページ

• 例: GTPv2 トンネルのタイムアウト値の設定 1713ページ

GTPv2 トンネルのクリーンアップについて

GPRS トンネリング プロトコル バージョン 2 （GTPv2）トンネルは、GPRS サポート ノード

（GSN）間の GTPv2 トラフィックの送信を有効にします。

トラフィックの送信中、いくつかの原因により GTPv2 トンネル放置される場合があります。

たとえば、delete-pdp-request メッセージがネットワーク上で失われた場合や、GSN が正しく

シャット ダウンしない場合などです。 このような場合には、放置された GTPv2 トンネルを、

自動または手動で削除することができます。

放置された GTPv2 トンネルを自動的に削除するには、デバイスに GTPv2 トンネル タイムアウ

ト値を設定する必要があります。 設定するとデバイスは、タイムアウト値で指定された期間ア
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イドルであるトンネルを自動的に識別し、削除します。 デフォルトの GTPv2 トンネル タイム

アウト値は 36 時間です。

GTPv2 トンネル タイムアウト値をデバイスに設定するには、 set security gprs gtp profile

name timeout 構成ステートメントを使用します。 タイムアウトの範囲は 1 ～ 1,000 時間で

す。

放置された GTPv2 トンネルを手動で削除するには、clear security gprs gtp tunnel 動作モー

ド コマンドを使用する必要があります。

注: デフォルトの GTP トンネル タイムアウト値は、Junos オペレーティング シス

テム（Junos OS）リリース 11.4 では 24 時間から 36 時間に変更されています。

その理由は、Junos OS リリース 11.4 では、GTP が GTP-U（ユーザー プレーン）

トラフィックを検査しないためです。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1713ページの例: GTPv2 トンネルのタイムアウト値の設定

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ

例: GTPv2 トンネルのタイムアウト値の設定

この例では、GTPv2 トンネルのタイムアウト値を設定する方法を示します。

• 要件 1713ページ

• 概要 1713ページ

• 構成 1713ページ

• 確認 1714ページ

要件

この機能を構成する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要はありません。

概要

この例では、「gtp2」という名前の GTPv2 検査オブジェクトのトンネル タイムアウト値を、

40 時間に設定します。

構成

ステップごとの手順 GTPv2 トンネル タイムアウト値を設定するには、以下の手順に従います。

1. GTPv2 プロファイルを指定します。
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[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2

2. タイムアウト値を指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp2 timeout 40

3. デバイスの構成が完了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が適切に機能していることを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1712ページのGTPv2 トンネルのクリーンアップについて

• 1655ページのGPRS の概要

• 1690ページのGTPv2 について

• 1692ページのポリシー ベース GTPv2 について

• 1693ページの例: ポリシーでの GTPv2 検査の有効化

• 1700ページのサポートされている GTPv2 メッセージ タイプ
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第52章

ストリーム制御転送プロトコル

• ストリーム制御転送プロトコルについて 1715ページ

• SCTP 構成の概要 1717ページ

• SCTP パケット構造の概要 1718ページ

• SCTP 機能の概要 1719ページ

• シャーシ クラスタでの SCTP の動作について 1720ページ

• 例: SCTP トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成 1720ページ

• 例: SCTP プロファイルの構成 1724ページ

ストリーム制御転送プロトコルについて

ストリーム制御転送プロトコル（SCTP）は、IP トランスポート レイヤー プロトコルです。

SCTP は、数多くのインターネット アプリケーションにトランスポート レイヤー機能を提供す

る 2 つのプロトコルであるユーザー データグラム プロトコル（UDP）および伝送制御プロト

コル（TCP）と同じレベルに存在します。 SCTP は、IP などのコネクションレス パケット ネッ

トワークの上で機能する信頼性のあるトランスポート プロトコルであり、単一 IP でも多重

IP でもネットワーク全体でのデータ転送をサポートします。

SCTP は、セッションの喪失の監視と検出を必要とするアプリケーションで使用します。 パス

やセッションの障害を検出するために SCTP が提供するハートビートなどのメカニズムでは、

セッションの接続状態を監視しています。

1715Copyright © 2012, Juniper Networks, Inc.
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SCTP が提供するサービスは次のとおりです。

• 集合サーバー アクセス プロトコル（ASAP）

• ベアラ独立呼制御（BICC）

• 直接データ配置セグメント チャンク（DDP セグメント）

• 直接データ配置ストリーム セッション制御（DDP ストリーム）

• IUA プロトコルの DPNSS/DASS 2 拡張（DUA）

• エンドポイント ハンドルエスケープ冗長性プロトコル（ENRP）

• H.248 プロトコル（H248）

• H.323 プロトコル（H323）

• ISDN ユーザー アダプテーション レイヤー（IUA）

• MTP2 ユーザー ピアツーピア アダプテーション レイヤー（M2PA）

• MTP2 ユーザー アダプテーション レイヤー（M2UA）

• MTP3 ユーザー アダプテーション レイヤー（M3UA）

• Q.IPC

• 予約済み

• シンプル ミドルボックス設定（SIMCO）

• SCCP ユーザー アダプテーション レイヤー（SUA）
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• トランスポート アダプタ レイヤー インターフェース（TALI）

• v5.2 ユーザー アダプテーション レイヤー（V5UA）

SCTP では、M3UA、M2UA、または SUA を使用して、3G 移動ネットワークのシグナリング シス

テム 7（SS7）との間でシグナリング メッセージを相互に転送できます。 SCTP は、パケット

ベースのトランスポート プロトコルです。 信頼性のあるセキュアな転送と最小限のエンドツー

エンド遅延を実現し、ネットワークに障害が発生したときは短時間でフェールオーバーが可能

です。また、シーケンシャル転送と非シーケンシャル転送の両方に対応していします。

注:

• 現在のところ、SCTP は IPv4 にのみ適用できます。

• SCTP では、静的 IP NAT サポート機能のみを使用して IP セッションを確立しま

す。

関連項目 1717ページのSCTP 構成の概要•

• 1718ページのSCTP パケット構造の概要

• 1719ページのSCTP 機能の概要

• 1720ページのシャーシ クラスタでの SCTP の動作について

SCTP 構成の概要

すべての SCTP トラフィックに対してセキュリティ デバイスでステートフル インスペクショ

ンを実行できるためには、SCTP プロファイルを 1 つ以上構成する必要があります。 SCTP ト

ラフィックのステートフル インスペクションでは、異常な SCTP パケットをドロップします。

SCTP ファイアウォールでは、次の機能によってプロファイルのディープ インスペクションが

可能です。

• パケット フィルタリング—特別な SCTP ペイロード プロトコルおよび M3UA サービスでパ

ケットをドロップするプロファイル構成により、パケット フィルタリングが可能です。

• レート制限— M3UA および SCCP のパケット レートを制御します。

SCTP でのディープ インスペクションでは次の設定が必要です。

• SCTP プロファイルの作成

• フィルタリング パラメータと制限パラメータの構成

• ポリシーへの SCTP プロファイルのバインド

関連項目 1715ページのストリーム制御転送プロトコルについて•

• 1718ページのSCTP パケット構造の概要

• 1719ページのSCTP 機能の概要

• 1720ページのシャーシ クラスタでの SCTP の動作について
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• 1720ページの例: SCTP トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

SCTP パケット構造の概要

SCTP パケットは次の各セクションで構成されています。

• 共通ヘッダー セクション

• データ チャンク セクション

1

......

N N N

N

1 1 1

g0
34

20
9

共通ヘッダー セクション—すべての SCTP パケットには、共通ヘッダー セクションが必要で

す。 このセクションは、パケットの先頭 12 バイトを占有します。 ここには次の各フィール

ドがあります。

説明フィールド

送信ポートを識別します。ソースポート番号

受信ポートを識別します。 各ホストでは、宛先ポート番号を使用して、適切な宛先やアプリケー

ションにパケットをルーティングします。

宛先ポート番号

以前の接続にある古いパケットを区別します。 これは初期化の際に作成される 32 ビットのラ

ンダム値です。

確認タグ

CRC32（巡回冗長検査）アルゴリズムを使用して、データ転送の間に発生した可能性のあるエラー

を検出します。

チェックサム
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データ チャンク セクション—このセクションは、パケットの残りの部分を専有します。 ここ

には次の各フィールドがあります。

説明フィールド

チャンク値フィールドの内容を識別します。 長さは 1 バイトです。チャンク タイプ

チャンク タイプに応じた定義を持つ 8 個のフラグ ビットで構成します。 デフォルト値はゼロで

す。 このデフォルト値は、データの上位レイヤーでアプリケーション識別子が指定されていないこ

とを示します。

チャンク フラグ

チャンクの全長をバイト単位で指定します。 このフィールドの長さは 2 バイトです。 チャンクが4

バイトの整数倍で構成されていない場合（チャンクの長さが 4 の整数倍ではない場合）、チャンク

長さには算入されないゼロ値が暗黙的にパディングされます。

チャンク長さ

汎用のデータ フィールドです。チャンク値

注: リソース マネージャ（RM）により、SCTP 通信では 8 個のソース IP アドレス

と 8 個の宛先 IP アドレスを使用できます。

関連項目 1715ページのストリーム制御転送プロトコルについて•

• 1717ページのSCTP 構成の概要

• 1719ページのSCTP 機能の概要

• 1720ページのシャーシ クラスタでの SCTP の動作について

SCTP 機能の概要

SCTP の重要な機能は次のとおりです。

• エンドポイントのいずれかまたは両方を複数の IP アドレスで構成できるマルチホーミング

に対応しています。 これにより、冗長ネットワークのパス間で透過的なフェールオーバーが

可能になります。

• 独立したストリームの中でデータをチャンクとして提供することで、先頭行での不要なブロッ

クを排除します。

• パスの選択機能と監視機能により、一次データ転送パスを選択し、その転送パスの接続性を

テストします。

• 検証と確認応答のメカニズムによって、フラッド攻撃に対する防御を提供し、データ チャン

クの重複や喪失を通知します。

• 巨大なイーサネット フレームに適合するように、エラー検出の機能が向上しています。

関連項目 1715ページのストリーム制御転送プロトコルについて•

• 1717ページのSCTP 構成の概要

• 1718ページのSCTP パケット構造の概要
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• 1720ページのシャーシ クラスタでの SCTP の動作について

• 1720ページの例: SCTP トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

シャーシ クラスタでの SCTP の動作について

シャ－シ クラスタ構成モードでは、SCTP 構成および確立された SCTP アソシエーションがピ

ア デバイスと同期します。 SCTP モジュールは、アクティブ - アクティブ モードとアクティ

ブ - パッシブ モードの両方に対応しています。

確立された SCTP アソシエーションでは、アクティブなデバイス上でアソシエーションが作成

または削除されるたびに、ピアに作成メッセージまたは削除メッセージを送信します。 確立さ

れた SCTP アソシエーションからこのようなメッセージを受け取ったセカンダリ デバイスで

は、その内容に応じてアソシエーションを追加または削除します。 SCTP モジュールでは、こ

のメッセージを受け取って処理する該当のコールバック関数を登録します。

セカンダリ デバイスがクラスタに参加するか再起動すると、SCTP モジュールではコールド ス

タート同期関数を登録します。 この SCTP のコールド スタート関数は、すべての SCTP アソ

シエーションをピア デバイスと同時に同期させるために呼び出されます。

このスイッチオーバーの後も、確立された SCTP アソシエーションは機能し続けていますが、

確立途上のアソシエーションは失われるので、確立手順をもう一度開始する必要があります。

また、ティアダウン途上のアソシエーションが ACK メッセージを取得できず、確立されていな

いアソシエーションがファイアウォールに取り残される可能性もあります。 このようなアソシ

エーションは、アクティビティが発生しないことから、タイマーに設定された時間（デフォル

トでは 24 時間）が経過するとクリーンアップされます。

関連項目 1715ページのストリーム制御転送プロトコルについて•

• 1717ページのSCTP 構成の概要

• 1718ページのSCTP パケット構造の概要

• 1719ページのSCTP 機能の概要

例: SCTP トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成

この例では、SCTP トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを構成する方法

を示します。

• 要件 1721ページ

• 概要 1721ページ

• 構成 1722ページ

• 確認 1724ページ
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要件

始める前に、以下のことを行います。

• ゾーンを作成します。 150ページの「「例: セキュリティ ゾーンの作成」」を参照してくだ

さい。

• アドレス帳を構成し、ポリシーで使用するアドレスを作成します。 178ページの「「例: アド

レス帳とアドレス セットの構成」」を参照してください。

• ポリシーが、該当するタイプのトラフィックに適用されることを示すアプリケーション（ま

たはアプリケーション セット）を作成します。 237ページの「「例: アプリケーションとア

プリケーション セットの構成」」を参照してください。

• GPRS SCTP プロファイルを構成します。 1724ページの「「例: SCTP プロファイルの構成」」

を参照してください。

概要

SCTP ファイアウォールでは、通過するパケットまたはドロップするパケットを判断するための

管理で使用するポリシー メカニズムを実装します。 複数のアドレス、複数のアドレス グルー

プ、またはゾーン全体を対象としてポリシーを構成できます。

この構成例では次の処理を実行します。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンの IP アドレス 10.1.1.0/24 への SCTP トラフィックを

拒否します。

• Trust ゾーンの IP アドレス 10.1.1.1/32 から、roam2att プロファイルで指定されている

SCTP 構成の Untrust ゾーンへの SCTP トラフィックを許可します。
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構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy deny-all match source-address

any
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set security policies policy from-zone trust to-zone untrust policy deny-all match

destination-address 10.1.1.0/24

set security policies policy from-zone trust to-zone untrust policy deny-all match

application junos-gprs-sctp

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy deny-all then deny

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy allow-att-roaming match

source-address 10.1.2.0/24

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy allow-att-roaming match

destination-address any

set security policies policy from-zone trust to-zone untrust policy allow-att-roaming

match application junos-gprs-sctp

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy allow-att-roaming then permit

application-services gprs-sctp-profile roam2att

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

SCTP トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを構成するには、以下の手順

に従います。

1. インターフェースとセキュリティ ゾーンを構成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone trust interfaces ge-0/0/2

user@host# set security-zone untrust interfaces ge-0/0/1

2. Trust ゾーンから Untrust ゾーンに向かうトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy allow-att-roaming match source-address 10.1.2.0/24

user@host# set policy allow-att-roaming match destination-address any

user@host# set policy allow-att-roaming match application junos-gprs-sctp

user@host# set policy allow-att-roaming then permit application-services

gprs-sctp-profile roam2att

3. Untrust ゾーンから Trust ゾーンに向かうトラフィックを拒否するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy deny-all match source-address any

user@host# set policy deny-all match destination-address 10.1.1.0/24

user@host# set policy deny-all match application junos-gprs-sctp

user@host# set policy deny-all then deny

結果 構成モードで、show security policies コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図し

た構成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy deny-all {

match {

source-address any;

destination-address 10.1.1.0/24;
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application junos-gprs-sctp;

}

then {

deny;

}

}

policy allow-att-roaming {

match {

source-address 10.1.2.0/24;

destination-address any;

application junos-gprs-sctp;

}

then {

permit {

application-services {

gprs-sctp-profile roam2att;

}

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

SCTP 構成の確認

目的 ポリシー検査の構成を確認します。

アクション 動作モードで、show configuration |display set |match profile コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices•

• 1715ページのストリーム制御転送プロトコルについて

• 1717ページのSCTP 構成の概要

• 1718ページのSCTP パケット構造の概要

• 1719ページのSCTP 機能の概要

• 1720ページのシャーシ クラスタでの SCTP の動作について

例: SCTP プロファイルの構成

この例では、ポリシーベースの検査のための SCTP プロファイルを構成する方法を示します。

• 要件 1725ページ

• 概要 1725ページ

• 構成 1725ページ

• 確認 1726ページ
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要件

始める前に、GPRS SCTP 階層とそのオプションについて理解しておきます。 『Junos OS CLI

Reference』を参照してください。

概要

この構成例では、GPRS SCTP プロファイルを作成して、制限レートとペイロード プロトコルの

パラメータを構成する方法を示します。 SCTP プロファイルを使用して SCTP 検査を構成でき

ます。

注: SCTP コマンドは、SCTP プロファイルで構成したポリシーにのみ適用できます。

SCTP プロファイルを削除すると、次の問題が発生します。

• SCTP のディープ インスペクションを実行できません。

• ファイアウォールではデータ パケットがドロップされ、制御パケットのみが許可

されます。

構成

CLI 簡単構成 この例をすばやく構成するには、以下のコマンドをコピーしてテキスト ファイルに貼り付け、

改行を削除し、実際のネットワーク構成に合わせて必要な箇所を変更した後、完成したコマン

ドをコピーして CLI の [edit] 階層レベルに貼り付けます。

set security gprs

set security gprs sctp profile roam2att

set security gprs sctp profile roam2att limit rate address 10.1.1.0

set security gprs sctp profile roam2att drop

set security gprs sctp profile roam2att payload-protocol all

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のさまざまなレベルを移動する必要があります。 この操作の手順につ

いては、『Junos OS CLI User Guide』の「Using the CLI Editor in Configuration Mode」を参

照してください。

GPRS SCTP プロファイルを構成するには、以下の手順に従います。

1. GPRS SCTP プロファイルを作成します。

[edit]

user@host# set security gprs sctp profile roam2att

2. 制限レートのパラメータを構成します。

[edit security gprs sctp profile roam2att]

user@host# set limit rate address 10.1.1.0

3. ペイロード プロトコルを構成します。

[edit security gprs sctp profile roam2att]

user@host# set drop

[edit security gprs sctp profile roam2att drop]

user@host# set payload-protocol all
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結果 構成モードで、show security gprs コマンドを入力して構成を確認します。 出力が意図した構

成と合っていない場合は、この例の構成手順を繰り返して修正します。

[edit]

user@host# show security gprs

sctp {

profile roam2att {

drop {

payload-protocol all;

}

limit {

rate {

address 10.1.1.0;

}

}

}

}

デバイスの構成が完了したら、構成モードで commit と入力します。

確認

SCTP プロファイル構成の確認

目的 SCTP プロファイル構成を確認します。

アクション 動作モードで、show security gprs sctp profile コマンドを入力します。

関連項目 • Junos OS Feature Support Reference for SRX Series and J Series Devices

• 1715ページのストリーム制御転送プロトコルについて

• 1717ページのSCTP 構成の概要

• 1718ページのSCTP パケット構造の概要

• 1719ページのSCTP 機能の概要

• 1720ページのシャーシ クラスタでの SCTP の動作について

• 1720ページの例: SCTP トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの構成
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