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END USER LICENSE AGREEMENT

READ THIS END USER LICENSE AGREEMENT (“AGREEMENT”) BEFORE DOWNLOADING, INSTALLING, OR USING THE SOFTWARE. BY DOWNLOADING, INSTALLING,

OR USING THE SOFTWARE OR OTHERWISE EXPRESSING YOUR AGREEMENT TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, YOU (AS CUSTOMER OR IF YOU ARE NOT THE

CUSTOMER, AS A REPRESENTATIVE/AGENT AUTHORIZED TO BIND THE CUSTOMER) CONSENT TO BE BOUND BY THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT OR CANNOT

AGREE TO THE TERMS CONTAINED HEREIN, THEN (A) DO NOT DOWNLOAD, INSTALL, OR USE THE SOFTWARE, AND (B) YOU MAY CONTACT JUNIPER NETWORKS

REGARDING LICENSE TERMS.

1. The Parties. The parties to this Agreement are (i) Juniper Networks, Inc. (if the Customer’s principal office is located in the

Americas) or Juniper Networks (Cayman) Limited (if the Customer’s principal office is located outside the Americas) (such applicable

entity being referred to herein as “Juniper”), and (ii) the person or organization that originally purchased from Juniper or an

authorized Juniper reseller the applicable license(s) for use of the Software (“Customer”) (collectively, the “Parties”).

2. The Software. In this Agreement, “Software” means the program modules and features of the Juniper or Juniper-supplied software,

for which Customer has paid the applicable license or support fees to Juniper or an authorized Juniper reseller, or which was embedded

by Juniper in equipment which Customer purchased from Juniper or an authorized Juniper reseller. “Software” also includes updates,

upgrades and new releases of such software. “Embedded Software” means Software which Juniper has embedded in or loaded onto the Juniper

equipment and any updates, upgrades, additions or replacements which are subsequently embedded in or loaded onto the equipment.

3. License Grant. Subject to payment of the applicable fees and the limitations and restrictions set forth herein, Juniper grants to

Customer a non-exclusive and non-transferable license, without right to sublicense, to use the Software, in executable form only, subject

to the following use restrictions:

a. Customer shall use Embedded Software solely as embedded in, and for execution on, Juniper equipment originally purchased by Customer

from Juniper or an authorized Juniper reseller.

b. Customer shall use the Software on a single hardware chassis having a single processing unit, or as many chassis or processing units

for which Customer has paid the applicable license fees; provided, however, with respect to the Steel-Belted Radius or Odyssey Access

Client software only, Customer shall use such Software on a single computer containing a single physical random access memory space and

containing any number of processors. Use of the Steel-Belted Radius or IMS AAA software on multiple computers or virtual machines (e.g.,

Solaris zones) requires multiple licenses, regardless of whether such computers or virtualizations are physically contained on a single

chassis.

c. Product purchase documents, paper or electronic user documentation, and/or the particular licenses purchased by Customer may specify

limits to Customer’s use of the Software. Such limits may restrict use to a maximum number of seats, registered endpoints, concurrent

users, sessions, calls, connections, subscribers, clusters, nodes, realms, devices, links, ports or transactions, or require the purchase

of separate licenses to use particular features, functionalities, services, applications, operations, or capabilities, or provide

throughput, performance, configuration, bandwidth, interface, processing, temporal, or geographical limits. In addition, such limits

may restrict the use of the Software to managing certain kinds of networks or require the Software to be used only in conjunction with

other specific Software. Customer’s use of the Software shall be subject to all such limitations and purchase of all applicable licenses.

d. For any trial copy of the Software, Customer’s right to use the Software expires 30 days after download, installation or use of

the Software. Customer may operate the Software after the 30-day trial period only if Customer pays for a license to do so. Customer

may not extend or create an additional trial period by re-installing the Software after the 30-day trial period.

e. The Global Enterprise Edition of the Steel-Belted Radius software may be used by Customer only to manage access to Customer’s

enterprise network. Specifically, service provider customers are expressly prohibited from using the Global Enterprise Edition of the

Steel-Belted Radius software to support any commercial network access services.

The foregoing license is not transferable or assignable by Customer. No license is granted herein to any user who did not originally

purchase the applicable license(s) for the Software from Juniper or an authorized Juniper reseller.

4. Use Prohibitions. Notwithstanding the foregoing, the license provided herein does not permit the Customer to, and Customer agrees

not to and shall not: (a) modify, unbundle, reverse engineer, or create derivative works based on the Software; (b) make unauthorized

copies of the Software (except as necessary for backup purposes); (c) rent, sell, transfer, or grant any rights in and to any copy of

the Software, in any form, to any third party; (d) remove any proprietary notices, labels, or marks on or in any copy of the Software

or any product in which the Software is embedded; (e) distribute any copy of the Software to any third party, including as may be

embedded in Juniper equipment sold in the secondhand market; (f) use any ‘locked’ or key-restricted feature, function, service,

application, operation, or capability without first purchasing the applicable license(s) and obtaining a valid key from Juniper, even

if such feature, function, service, application, operation, or capability is enabled without a key; (g) distribute any key for the

Software provided by Juniper to any third party; (h) use the Software in any manner that extends or is broader than the uses purchased
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by Customer from Juniper or an authorized Juniper reseller; (i) use Embedded Software on non-Juniper equipment; (j) use Embedded Software

(or make it available for use) on Juniper equipment that the Customer did not originally purchase from Juniper or an authorized Juniper

reseller; (k) disclose the results of testing or benchmarking of the Software to any third party without the prior written consent of

Juniper; or (l) use the Software in any manner other than as expressly provided herein.

5. Audit. Customer shall maintain accurate records as necessary to verify compliance with this Agreement. Upon request by Juniper,

Customer shall furnish such records to Juniper and certify its compliance with this Agreement.

6. Confidentiality. The Parties agree that aspects of the Software and associated documentation are the confidential property of

Juniper. As such, Customer shall exercise all reasonable commercial efforts to maintain the Software and associated documentation in

confidence, which at a minimum includes restricting access to the Software to Customer employees and contractors having a need to use

the Software for Customer’s internal business purposes.

7. Ownership. Juniper and Juniper’s licensors, respectively, retain ownership of all right, title, and interest (including copyright)

in and to the Software, associated documentation, and all copies of the Software. Nothing in this Agreement constitutes a transfer or

conveyance of any right, title, or interest in the Software or associated documentation, or a sale of the Software, associated

documentation, or copies of the Software.

8. Warranty, Limitation of Liability, Disclaimer of Warranty. The warranty applicable to the Software shall be as set forth in the

warranty statement that accompanies the Software (the “Warranty Statement”). Nothing in this Agreement shall give rise to any obligation

to support the Software. Support services may be purchased separately. Any such support shall be governed by a separate, written support

services agreement. TO THE MAXIMUM EXTENT PERMITTED BY LAW, JUNIPER SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOST PROFITS, LOSS OF DATA, OR COSTS

OR PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES, OR FOR ANY SPECIAL, INDIRECT, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES ARISING OUT OF THIS AGREEMENT,

THE SOFTWARE, OR ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. IN NO EVENT SHALL JUNIPER BE LIABLE FOR DAMAGES ARISING FROM UNAUTHORIZED

OR IMPROPER USE OF ANY JUNIPER OR JUNIPER-SUPPLIED SOFTWARE. EXCEPT AS EXPRESSLY PROVIDED IN THE WARRANTY STATEMENT TO THE EXTENT

PERMITTED BY LAW, JUNIPER DISCLAIMS ANY AND ALL WARRANTIES IN AND TO THE SOFTWARE (WHETHER EXPRESS, IMPLIED, STATUTORY, OR OTHERWISE),

INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, OR NONINFRINGEMENT. IN NO EVENT DOES JUNIPER WARRANT

THAT THE SOFTWARE, OR ANY EQUIPMENT OR NETWORK RUNNING THE SOFTWARE, WILL OPERATE WITHOUT ERROR OR INTERRUPTION, OR WILL BE FREE OF

VULNERABILITY TO INTRUSION OR ATTACK. In no event shall Juniper’s or its suppliers’ or licensors’ liability to Customer, whether in

contract, tort (including negligence), breach of warranty, or otherwise, exceed the price paid by Customer for the Software that gave

rise to the claim, or if the Software is embedded in another Juniper product, the price paid by Customer for such other product. Customer

acknowledges and agrees that Juniper has set its prices and entered into this Agreement in reliance upon the disclaimers of warranty

and the limitations of liability set forth herein, that the same reflect an allocation of risk between the Parties (including the risk

that a contract remedy may fail of its essential purpose and cause consequential loss), and that the same form an essential basis of

the bargain between the Parties.

9. Termination. Any breach of this Agreement or failure by Customer to pay any applicable fees due shall result in automatic termination

of the license granted herein. Upon such termination, Customer shall destroy or return to Juniper all copies of the Software and related

documentation in Customer’s possession or control.

10. Taxes. All license fees payable under this agreement are exclusive of tax. Customer shall be responsible for paying Taxes arising

from the purchase of the license, or importation or use of the Software. If applicable, valid exemption documentation for each taxing

jurisdiction shall be provided to Juniper prior to invoicing, and Customer shall promptly notify Juniper if their exemption is revoked

or modified. All payments made by Customer shall be net of any applicable withholding tax. Customer will provide reasonable assistance

to Juniper in connection with such withholding taxes by promptly: providing Juniper with valid tax receipts and other required documentation

showing Customer’s payment of any withholding taxes; completing appropriate applications that would reduce the amount of withholding

tax to be paid; and notifying and assisting Juniper in any audit or tax proceeding related to transactions hereunder. Customer shall

comply with all applicable tax laws and regulations, and Customer will promptly pay or reimburse Juniper for all costs and damages

related to any liability incurred by Juniper as a result of Customer’s non-compliance or delay with its responsibilities herein.

Customer’s obligations under this Section shall survive termination or expiration of this Agreement.

11. Export. Customer agrees to comply with all applicable export laws and restrictions and regulations of any United States and any

applicable foreign agency or authority, and not to export or re-export the Software or any direct product thereof in violation of any

such restrictions, laws or regulations, or without all necessary approvals. Customer shall be liable for any such violations. The version

of the Software supplied to Customer may contain encryption or other capabilities restricting Customer’s ability to export the Software

without an export license.

12. Commercial Computer Software. The Software is “commercial computer software” and is provided with restricted rights. Use,

duplication, or disclosure by the United States government is subject to restrictions set forth in this Agreement and as provided in

DFARS 227.7201 through 227.7202-4, FAR 12.212, FAR 27.405(b)(2), FAR 52.227-19, or FAR 52.227-14(ALT III) as applicable.
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13. Interface Information. To the extent required by applicable law, and at Customer's written request, Juniper shall provide Customer

with the interface information needed to achieve interoperability between the Software and another independently created program, on

payment of applicable fee, if any. Customer shall observe strict obligations of confidentiality with respect to such information and

shall use such information in compliance with any applicable terms and conditions upon which Juniper makes such information available.

14. Third Party Software. Any licensor of Juniper whose software is embedded in the Software and any supplier of Juniper whose products

or technology are embedded in (or services are accessed by) the Software shall be a third party beneficiary with respect to this

Agreement, and such licensor or vendor shall have the right to enforce this Agreement in its own name as if it were Juniper. In addition,

certain third party software may be provided with the Software and is subject to the accompanying license(s), if any, of its respective

owner(s). To the extent portions of the Software are distributed under and subject to open source licenses obligating Juniper to make

the source code for such portions publicly available (such as the GNU General Public License (“GPL”) or the GNU Library General Public

License (“LGPL”)), Juniper will make such source code portions (including Juniper modifications, as appropriate) available upon request

for a period of up to three years from the date of distribution. Such request can be made in writing to Juniper Networks, Inc., 1194

N. Mathilda Ave., Sunnyvale, CA 94089, ATTN: General Counsel. You may obtain a copy of the GPL at http://www.gnu.org/licenses/gpl.html,

and a copy of the LGPL at http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html .

15. Miscellaneous. This Agreement shall be governed by the laws of the State of California without reference to its conflicts of laws

principles. The provisions of the U.N. Convention for the International Sale of Goods shall not apply to this Agreement. For any disputes

arising under this Agreement, the Parties hereby consent to the personal and exclusive jurisdiction of, and venue in, the state and

federal courts within Santa Clara County, California. This Agreement constitutes the entire and sole agreement between Juniper and the

Customer with respect to the Software, and supersedes all prior and contemporaneous agreements relating to the Software, whether oral

or written (including any inconsistent terms contained in a purchase order), except that the terms of a separate written agreement

executed by an authorized Juniper representative and Customer shall govern to the extent such terms are inconsistent or conflict with

terms contained herein. No modification to this Agreement nor any waiver of any rights hereunder shall be effective unless expressly

assented to in writing by the party to be charged. If any portion of this Agreement is held invalid, the Parties agree that such

invalidity shall not affect the validity of the remainder of this Agreement. This Agreement and associated documentation has been written

in the English language, and the Parties agree that the English version will govern. (For Canada: Les parties aux présentés confirment

leur volonté que cette convention de même que tous les documents y compris tout avis qui s'y rattaché, soient redigés en langue anglaise.

(Translation: The parties confirm that this Agreement and all related documentation is and will be in the English language)).
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このガイドについて

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

ます。

• J シリーズおよび SRX シリーズのドキュメントおよびリリース ノート xxxixページ

• 目的 xlページ

• 対象者 xlページ

• サポートするルーティング プラットフォーム xlページ

• マニュアルの表記規則 xlページ

• ドキュメントへのフィードバック xliiページ

• テクニカル サポートのリクエスト xliiページ

J シリーズおよび SRX シリーズのドキュメントおよびリリース ノート

関連する J シリーズのドキュメントの一覧は

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

い。

関連する SRX シリーズのドキュメントの一覧は

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

最新のリリース ノートの情報がドキュメントの情報と異なる場合は、Junos OS リリース ノー

トに従ってください。

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

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

を参照してください。

Juniper Networks は、Juniper Networks の技術者およびその内容の専門家による書籍を世界

中の出版社と出版する専門書プログラムをサポートしています。これらの書籍は、技術ドキュ

メントの範囲を越え、Junos オペレーティング システム（Junos OS）および Juniper Networks

デバイスを使用したネットワークのアーキテクチャ、配備、および管理の細かな点について説

明しています。さらに、O'Reilly Media と協力して出版された Juniper Networks Technical

Library では、Junos OS の設定テクニックを使用したネットワークのセキュリティや信頼性、

可用性の向上について説明しています。これらの書籍はすべて、世界中の技術書専門店および

書店にて販売しています。現在のリストは http://www.juniper.net/books を参照してください。
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目的

このガイドの目的は、Junos OS を実行している J シリーズ サービス ルーターおよび SRX シ

リーズ サービス ゲートウェイにおける主要セキュリティ機能の使用、設定方法を説明するこ

とです。概念に関する情報、推奨ワークフロー、および該当する場合は例を提供します。

対象者

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

サービス ゲートウェイを設置、セットアップ、設定、監視、または管理する人向けに作成され

ています。このマニュアルの対象者は以下のとおりです。

• ネットワークやネットワーク セキュリティ、インターネット、およびインターネット ルー

ティング プロトコルに関する技術知識および経験を持つお客様

• インターネット ルーターを設置、設定、および管理するネットワーク管理者

サポートするルーティング プラットフォーム

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

ズ サービス ゲートウェイ上でサポートされる機能を説明します。

マニュアルの表記規則

xlページの表1 は、このガイドで使用される注意アイコンを示しています。

表1: 注意アイコン

説明意味アイコン

重要な機能や手順を示します。情報ノート

データの損失またはハードウェアの損傷の原因となる可能性のある状態を示しま

す。

注意

けがまたは死亡に至る危険性について警告します。警告

レーザーによるけがに至る危険性について警告します。レーザー警告

xliページの表2 に、本ガイドで使用されるテキストと構文の表記規則を示します。
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表2: テキストと構文の表記規則

例説明表記

設定モードに入るには configure コマンド

を入力します。

user@host> configure

ユーザーが入力する文字列。このような太字のテキスト

user@host> show chassis alarms

No alarms currently active

端末の画面に表示される出力を表します。このような固定幅のテキスト

• ポリシー条件は、一致条件と動作を定義

する名前付きの構造です。

• Junos OS システム基本設定ガイド

• RFC 1997, BGP Communities Attribute

• 重要な用語をここで初めて使用すること

を表します。

• 書名を表します。

• RFC とインターネット ドラフトのタイト

ルを表します。

このような斜体のテキスト

マシンのドメイン名を設定します。

[edit]

root@# set system domain-name

domain-name

コマンドまたは設定ステートメント中の変

数（値で置換されるオプション）を表しま

す。

このような斜体のテキスト

• スタブ領域を設定するには、[edit

protocols ospf area area-id] 階層レベ

ルに stub ステートメントを含めます。

• コンソール ポートには CONSOLE という

ラベルが付いています。

設定ステートメント、コマンド、ファイル、

およびディレクトリの名前、インターフェー

ス名、設定階層レベル、またはルーティン

グ プラットフォーム コンポーネント上の

ラベルを表します。

このようなテキスト

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

カッコで囲んで表記します。

< >（山カッコ）

broadcast | multicast

(string1 | string2 | string3)

相互に排他的なキーワードまたは変数の選

択肢は、この記号で区切って表記します。

複数の選択肢は、混乱を避けるためにカッ

コで囲む場合があります。

|（パイプ記号）

rsvp { # 動的 MPLS のみに必要設定ステートメントを記述した同じ行で、

同ステートメントに適用される注釈を表し

ます。

#（ポンド記号）

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

角カッコで囲んで表記します。

[ ]（角カッコ）

[edit]

routing-options {

static {

route default {

nexthop address;

retain;

}

}

}

設定階層のレベルを表します。字下げと中カッコ（ { } ）

設定階層レベルのリーフ ステートメントを

表します。

;（セミコロン）

J-Web GUI 表記規則

xliCopyright © 2011, Juniper Networks, Inc.
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表2: テキストと構文の表記規則 （続き）

例説明表記

• Logical Interfaces ボックスで [All

Interfaces（すべてのインターフェー

ス）] を選択します。

• 設定を取り消すには [Cancel（キャンセ

ル）] をクリックします。

ユーザーがクリックまたは選択する J-Web

グラフィック ユーザー インターフェース

（GUI）を表します。

このような太字のテキスト

設定エディタ階層で [Protocols（プロトコ

ル）] > [Ospf] を選択します。

J-Web 選択の階層のレベルを区切ります。>（太字の右山カッコ）

ドキュメントへのフィードバック

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

どをお寄せくださるようお願いします。コメントは techpubs-comments@juniper.net へ送信して

いただくか、https://www.juniper.net/cgi-bin/docbugreport/ のドキュメント フィードバック

フォームにご記入ください。E メールで送付される場合は、必ず以下の情報を記載してくださ

い。

• ドキュメントまたはトピックの名前

• URL またはページ番号

• ソフトウェアのリリース バージョン（該当する場合）

テクニカル サポートのリクエスト

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

能です。お客様が、アクティブな J-Care または JNASC サポート契約を結んでいる場合、また

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

にオンラインでアクセスしたり、JTAC に相談できます。

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

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

ガイドを参照してください。

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

てください。

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

きます。

セルフヘルプ オンライン ツールおよびリソース

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

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

• CSC が提供するサービスを探す。http://www.juniper.net/customers/support/

• 製品ドキュメントを探す。http://www.juniper.net/techpubs/
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• 弊社の知識ベースを使用してソリューションおよび質問への回答を探す。http://kb.juniper.net/

• ソフトウェアの最新バージョンをダウンロードしたり、リリース ノートを参照する。

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

• 関連するハードウェアおよびソフトウェアについての通知を技術告示で検索する。

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

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

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

• CSC Case Management ツールでケースを開設する。http://www.juniper.net/cm/

弊社の Serial Number Entitlement (SNE) ツールを使い、製品シリアル番号でサービス資格を

確認する。https://tools.juniper.net/SerialNumberEntitlementSearch/

JTAC へのお問い合わせ

JTAC へのお問い合わせはウェブ サイトまたは電話でできます。

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

• 電話の場合は、1-888-314-JTAC までご連絡ください（米国、カナダ、メキシコからは無料通

話サービス 1-888-314-5822 を利用できます）。

通話料無料番号のない国での国際電話またはダイヤル直通電話は、

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

Junos OS の概要

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用 Junos OS を導入する 3ページ

• IPv6 フローベース処理について 47ページ

• J シリーズ サービス ルーター用 Junos OS の導入 93ページ
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第1章

SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用
Junos OS を導入する

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要 3ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション 7ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのデバッグ 19ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイの中心点アーキテクチャについて 24ページ

• デバイスごとにセッション容量を拡張する 25ページ

• SRX5600 および SRX5800 のサービス ゲートウェイ処理の概要 27ページ

• SRX1400、SRX3400、および SRX3600 のサービス ゲートウェイ処理の概要 40ページ

• SRX210 サービス ゲートウェイ処理の概要 43ページ

• フローと処理の制限 45ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要

SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用の Junos OS は、Juniper Networks の世界最高レベル

のネットワーク セキュリティおよびルーティング機能を統合しています。Junos OS には、様々

なパケットベースのフィルタリング、サービスクラス（CoS）クラシファイヤ、およびトラフィッ

ク シェーピング機能が含まれます。さらに、ポリシー、スクリーン、ネットワーク アドレス

変換（NAT）などのフローベースのサービスを含む、フローベースのセキュリティ機能を豊富に

提供します。

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

シー、スクリーンなどの設定された機能にしたがって処理されます。たとえば、ソフトウェア

は、以下を決定できます。

• パケットがデバイスに入ることを許可されるかどうか

• どのファイアウォール スクリーンをパケットに適用するか

• その宛先に達するためにパケットが取るルート

• 存在する場合、どの CoS をパケットに適用するか

• パケットの IP アドレスを変換するために NAT を適用するかどうか

• パケットがアプリケーション層ゲートウェイ（ALG）を必要とするかどうか

3Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



SRX シリーズ デバイスを出入りするパケットは、パケットベースおよびフローベースの処理を

両方受けます。

• フローベースのパケット処理は、関連するパケットまたはパケットの流れを同じように扱い

ます。パケットの取り扱いは、フローと呼ばれるパケットの流れの最初のパケットに設定さ

れた特性によって異なります。

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

で行われ、サンプリングはマルチスレッド対応です。サンプリングされたパケットの順序は

維持されます。

• パケットベースすなわちステートレスのパケット処理は、パケットを個別に扱います。取り

扱いについて各パケットは個々に評価されます。

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

パケットベース処理の一部が、NPU で行われます。パケットへのクラシファイヤの適用など

のパケットベースの処理の一部は、SPU で行われます。

このトピックのセクションは、以下のようになります。

• フローベース処理について 4ページ

• パケットベース処理について 5ページ

フローベース処理について

パケットは、パケットベースのフィルタおよびスクリーンが適用された後、フローベースの処

理を受けます。1 つのフローのフローベース処理はすべて、1 つのシステム処理装置（SPU）で

行われます。SPU は、セッションに設定されたセキュリティ機能および他のサービスに従って、

フローのパケットを処理します。

4ページの図1 は、フローベースのトラフィック処理がサービス ゲートウェイで行われる様子

の概要を示しています。

図 1: フローベース処理のトラフィック フロー

フローとは、同じ一致基準を満たし同じ特性を共有する、関連するパケットの流れです。Junos

OS は、同じフローに属するパケットを同じように扱います。
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適用されるセキュリティ ポリシー、アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）を必要とするか、

パケット ソースや宛先 IP アドレスを変換するために NAT が適用されるかなど、パケットの

運命を決める構成設定は、フローの最初のパケットに対して評価されます。

フローがパケットに対して存在するかどうかを決定するため、NPU は、次の一致基準に基づい

て、パケット情報を既存のセッションのパケット情報と照合しようとします。

• ソース アドレス

• 宛先アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• あるゾーンおよび仮想ルーターの一意のセッション トークン番号

ゾーンとポリシー

フローの最初のパケットに使用されるセキュリティ ポリシーは、同じフローおよび密接に関連

するフローに使用するためフロー テーブルにキャッシュされます。セキュリティ ポリシーは

ゾーンに関連付けられています。ゾーンとは、セキュリティ境界を定義するインターフェース

の集合のことです。着信インターフェースによって決まるパケットの着信ゾーン、および転送

ルックアップによって決まるパケットの発信ゾーンが共に、フローのパケットに使用されるポ

リシーを決定します。

フローとセッション

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

ションは、次の目的のためにフローの最初のパケットに対して作成されます。

• フローのパケットに適用される、ほとんどのセキュリティ対策を保管するため。

• フローの状態に関する情報をキャッシュするため。

たとえば、フローのログおよびカウントの情報は、そのセッションでキャッシュされます。

（ステートフル ファイアウォール スクリーンの一部は、個々のセッションまたは全セッショ

ンに関係するしきい値に依存します。）

• NAT などの機能のためにフローに必要なリソースを割り当てるため。

• ALG やファイアウォール機能などの機能のためのフレームワークを提供するため。

ほとんどのパケット処理は、以下のようなフローのコンテキストで発生します。

• ポリシー、NAT、ゾーン、およびほとんどのスクリーンの管理。

• ALG および認証の管理。

パケットベース処理について

パケットは、入力インターフェースのキューから取り外され出力インターフェースのキューに

追加される前に、パケットベースの処理を受けます。

5Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第1章: SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用 Junos OS を導入する



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

リーンを個別のパケットに適用します。

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

タ、CoS 機能、およびスクリーンがパケットに適用されます。

• パケットがデバイスから出る前に、パケットベースのフィルタ（存在する場合）、CoS 機能、

およびインターフェースに関連付けたスクリーンがパケットに適用されます。

通常、フィルタおよび CoS 機能は、1 つ以上のインターフェースに関連付けられています。ま

た、どのパケットにシステムの通過を許可するかに影響を与え、必要に応じて特別のアクショ

ンをパケットに適用します。

次のトピックでは、設定が可能で中継トラフィックに適用できるパケットベースの機能につい

て説明します。

ステートレス ファイアウォール フィルタ

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

スを制御しトラフィック速度を制限します。これらは、ソースから宛先までの間にデバイスを

通過するパケット、またはルーティング エンジンが送信元または宛先であるパケットの内容を

静的に評価します。ステートレス ファイアウォール フィルタは、断片化されたパケットを含

む、すべてのパケットを評価します。

入力インターフェースまたは出力インターフェース、あるいはその両方にステートレス ファイ

アウォール フィルタを適用できます。フィルタには 1 つ以上の条件が含まれます。各条件は、

一致条件とアクションという 2 つの要素から構成されます。デフォルトでは、ファイアウォー

ル フィルタと一致しないパケットは破棄されます。

様々な目的に使用するため、ステートレス ファイアウォール フィルタを計画し設計できます。

たとえば、あるプロトコル、IP ソースまたは宛先アドレスへのトラフィックを制限したり、

データ転送速度を制限します。ステートレス ファイアウォール フィルタは SPU で実行されま

す。

サービス クラス機能

CoS 機能によって、トラフィックを分類し形成できます。CoS 機能は SPU で実行されます。

• 行動集約（BA）クラシファイヤ — これらのクラシファイヤは、パケットがデバイスに入ると

きにパケットに作用します。行動集約クラシファイヤを使用して、デバイスは、同じ転送処

理を受けるように異なるタイプのトラフィックを単一の転送クラスに集約します。BA クラシ

ファイヤでは、差別化サービス（DiffServ）値に基づいて、パケットの転送クラスおよび損

失優先度を設定できます。

• トラフィック シェーピング — 遅延、ジッタ、パケット損失の特性が異なるサービス レベル

を、特定のトラフィック フローが担当する特定の用途に割り当てることによって、トラフィッ

クを形成できます。トラフィック シェーピングは、音声や動画の送信などのリアルタイム用

途に特に便利です。

スクリーン

サービス拒否攻撃（DoS）スクリーンなどのスクリーンは、フロー処理の外側でパケットに適用

されます。それらは、ネットワーク処理装置（NPU）で実行されます。
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具体的なステートレス ファイアウォール フィルタおよび CoS 機能の詳細については、セキュ

リティ デバイス用 Junos OS ルーティング プロトコルおよびポリシー設定ガイド、セキュリ

ティ デバイス用 Junos OS サービス クラス設定ガイド、および Junos OS CLI リファレンス

を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 7ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について

• 27ページのSRX5600 および SRX5800 サービス ゲートウェイ処理の概要

• 40ページのSRX1400、SRX3400、および SRX3600 サービス ゲートウェイ処理の概要

• 43ページのSRX210 サービス ゲートウェイ処理の概要

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性 7ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションを監視する 12ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションをクリアする 19ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について 7ページ

• 例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了を制御する 8ページ

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

する 9ページ

• 例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイの全 TCP セッションに最大セグメント サイズを設

定する 11ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について

セッションは、情報を保管しフローのリソースを割り当てるため、ルーティングおよび他の分

類情報に基づいて作成されます。セッションには特性があり、いつ終了するかなど、変更でき

る特性もあります。たとえば、攻撃者がテーブルをあふれさせて、正当なユーザーがセッショ

ンを始めるのを妨害しようとするのを防ぐため、セッション テーブルが完全にいっぱいになら

ないようにしたい場合があります。

プロトコルとサービスに応じて、セッションにはタイムアウト値が設定されます。たとえば、

TCP のデフォルトのタイムアウトは 1800 秒です。UDP のデフォルトのタイムアウトは、60 秒

です。フローは終了すると無効のマークが付けられ、タイムアウトは 10 秒に減らされます。

サービス タイムアウトより前にトラフィックがセッションを使用しない場合、セッションは、

エージアウトされて、再利用のため共有リソース プールに解放されます。以下の方法でセッ

ションの寿命に影響を与えることができます。

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

• セッション テーブルの使用状況に応じてセッションをエージアウトする

• TCP セッションをエージアウトするための明示的なタイムアウトを設定する
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• TCP RST（リセット）メッセージを受領すると TCP セッションが無効になるように設定す

る

• 以下のように他のシステムに対応するようにセッションを設定できます。

• TCP パケット セキュリティ チェックを無効化する

• 最大セグメント サイズを変更する

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 3ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 19ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションのクリア

• 8ページの例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了を制御する

例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了を制御する

この例では、一定時間の後のエージアウトに基づいて、または、セッション テーブルのセッ

ション数が満杯または指定された割合に達したときに、SRX シリーズ デバイスのセッションを

終了する方法を説明します。セッション テーブルでタイムアウト値またはセッション数を指定

します。

• 要件 8ページ

• 概要 8ページ

• 設定 9ページ

• 検証 9ページ

要件

始める前に、セッション終了の状況を理解してください。7ページの「SRX シリーズ サービス

ゲートウェイのセッション特性について」を参照してください。

概要

たとえば、TCP FIN Close を受信したか RST メッセージを受信した後、UDP の ICMP エラーが

発生したとき、および、サービス タイムアウト前に一致するトラフィックを受信しなかったと

きなど、一定の状況でセッション終了を制御できます。セッションが終了すると、そのリソー

スは、他のセッションが使用するために解放されます。

この例では、セッションを終了するために以下の状況を設定します。

• 20 秒のタイムアウト値。

• 280 秒の明示的なタイムアウト値。その後、TCP セッションはセッション テーブルから削除

されます。

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

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.8

Junos OS セキュリティ設定ガイド



設定

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

SRX シリーズ デバイスのセッション終了を制御するには:

1. セッションのエージアウト値を指定します。

[edit security flow]

user@host# set aging early-ageout 20

2. エージアウト値を設定します。

[edit security flow]

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

3. TCP RST メッセージを受信したセッションを無効にします。

[edit security flow]

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

4. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit ]

user@host# commit

検証

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 7ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について

• 9ページの例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイの TCP パケット セキュリティ チェッ

クを無効にする

• 11ページの例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイの全 TCP セッションに最大セグメント

サイズを設定する

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

にする

この例では、デバイスで TCP パケット セキュリティ チェックを無効にする方法を説明しま

す。

• 要件 10ページ

• 概要 10ページ

• 設定 10ページ

• 検証 10ページ

9Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第1章: SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用 Junos OS を導入する



要件

始める前に、TCP パケット セキュリティ チェックを無効化するための状況を理解してくださ

い。7ページの「SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について」を参照し

てください。

概要

TCP 実装に不具合が発生しているホストやデバイスとの相互運用性を確保するため、Junos OS

は、TCP パケットへのセキュリティ チェックを無効化するメカニズムを提供しています。no-SYN

チェックの間に、Junos OS は、セッション生成用の TCP SYN パケットを探しません。

no-sequence チェックは TCP シーケンス チェック検証を無効にします。また、スループット

が増加します。SYN チェックおよびシーケンス チェックはデフォルトでは有効です。set

security flow コマンドは、すべての TCP セッションの TCP SYN チェックおよび TCP シーケ

ンス チェックを無効にし、セキュリティが低下します。これは、大きな転送ファイルのような

顧客とのシナリオで、または標準で正しく機能しないアプリケーションで必要な場合がありま

す。

設定

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

TCP パケット セキュリティ チェックを無効化するには：

1. セッションを作成する前に TCP SYN ビットのチェックを無効にします。

[edit security flow]

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

2. ステートフル検査の間の TCP セグメントのシーケンス番号のチェックを無効にします。

[edit security flow]

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

3. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit ]

user@host# commit

検証

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 8ページの例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了を制御する

• 11ページの例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイの全 TCP セッションに最大セグメント

サイズを設定する
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例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイの全 TCP セッションに最大セグメント サイズ

を設定する

この例では、SRX シリーズ デバイスの全 TCP セッションに対して最大セグメント サイズを設

定する方法を説明します。

• 要件 11ページ

• 概要 11ページ

• 設定 11ページ

• 検証 11ページ

要件

始める前に、最大セグメント サイズを設定するための状況を理解してください。7ページの

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

概要

TCP 最大セグメント サイズ（TCP-MSS）を変更することによって、TCP セッションをすべて終

了できます。断片化の可能性を減らしパケット損失を防ぐため、tcp-mss ステートメントを使

用して、TCP MSS 値を小さい値に指定できます。このステートメントは、MSS 値が指定した値

より大きい、すべてのルーターの進入インターフェースを横断する全 IPv4 TCP SYN パケット

に適用されます。

DF ビットが設定されている場合、パケットは断片化されず、Junos OS は、アプリケーション

サーバーに ICMP エラー タイプ 3 コード 4 パケットを送信します(Destination Unreachable;

Fragmentation Needed and DF set)。この ICMP エラーメッセージには、アプリケーション

サーバーが使用する（tcp-mss で定義された）適切な MTU が含まれます。アプリケーション

サーバーは、このメッセージを受信し、それに従ってパケット サイズを調整する必要がありま

す。IPsec はパケット オーバーヘッドを追加しており、tcp-mss を適切に小さくする必要があ

るので、これは特に VPN で必要です。

設定

ステップごとの手順 全 TCP セッションの最大セグメント サイズを設定するには:

1. 全 TCP セッションの TCP 最大セグメント サイズを設定します。

[edit security flow]

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

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit ]

user@host# commit

検証

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 8ページの例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション終了を制御する
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• 9ページの例:SRX シリーズ サービス ゲートウェイの TCP パケット セキュリティ チェッ

クを無効にする

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションを監視する

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について 12ページ

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

示する 13ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの要約を表示する 13ページ

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

表示する 14ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情報とフロー

情報を表示する 15ページ

• フィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報とフロー情報

を表示する 15ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報 16ページ

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

特定のセッションに関する詳細情報など、ご利用のデバイスでアクティブなセッションおよび

パケット フローに関する情報を取得できます。（SRX シリーズ デバイスは、失敗したセッショ

ンに関する情報も表示します。）活動を観察するためやデバッグのために、この情報を表示で

きます。たとえば、show security flow session コマンドを使用して、以下のことができま

す。

• サービスを含む着信 発信 IP フローのリストを表示する

• フローに属するトラフィックに適用されるポリシーなど、フローに関連付けられたセキュリ

ティ属性を表示する

• セッション タイムアウト値、セッションがアクティブになった時刻、アクティブな期間、

セッションにアクティブなトラフィックがあるかどうかを表示する

このコマンドの詳細については、Junos OS CLI リファレンスを参照してください。

関連するポリシー設定にログ オプションが含まれる場合、セッション情報もログに記録できま

す。システム ログで提供されるセッション情報の詳細については、16ページの「SRX シリーズ

サービス ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 7ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について

• 19ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションをクリアする

• 13ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバルなセッション パラ

メータを表示する
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すべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバルなセッション パラメータを

表示する

目的 すべてのフローまたはセッションに適用される、設定されたパラメータに関する情報を取得し

ます。

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

user@host> show security flow

意味 show security flow 設定コマンドは、以下の情報を表示します。

このコマンドの詳細については、Junos OS CLI リファレンスを参照してください。

• allow-dns-reply— マッチしない受信ドメイン名システム（DNS）応答パケットが許可されるか

どうかを識別します。

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

ション タイムアウト値を表示します。

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

グメント サイズ値の現在の設定を表示します。

• tcp-session— セッション パラメータを制御する設定済みパラメータをすべて表示します。

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの要約を表示する

• 14ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報とフ

ロー情報を表示する

• 15ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報とフロー情報を表示する

• 15ページのフィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報と

フロー情報を表示する

• 16ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの要約を表示する

目的 ご利用のデバイスのセッションの種類、各種類がいくつあるかを明らかにします。たとえば、

ユニキャスト セッションおよびマルチキャスト セッションの数、失敗したセッションの数、

現在使用されているセッションの数、デバイスがサポートするセッションの最大数などを確認

します。このコマンドは、現在使用されるセッションの詳細も表示します。たとえば、有効な

セッション、保留中のセッション、無効化されたセッション、および他の状態のセッションを

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

user@host> show security flow session summary

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 13ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバルなセッション パラ

メータを表示する

• 14ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報とフ

ロー情報を表示する

• 15ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報とフロー情報を表示する

• 15ページのフィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報と

フロー情報を表示する

• 16ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報

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

を表示する

目的 ご利用のデバイス上の全セッションに関する情報を表示します。セッション ID、セッションが

属する仮想システム、ネットワーク アドレス変換（NAT）ソース プール（ソース NAT が使用

されている場合）、セッションに設定されたタイムアウト値とその標準タイムアウト、セッショ

ン開始時刻、セッションがアクティブな時間などが表示されます。また、フローの方向、ソー

ス アドレスとポート、宛先アドレスとポート、IP プロトコル、セッションに使用されている

インターフェースなど、標準のフロー情報をすべて表示します。

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

user@host> show security flow session

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 13ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバルなセッション パラ

メータを表示する

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの要約を表示する

• 15ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報とフロー情報を表示する

• 15ページのフィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報と

フロー情報を表示する

• 16ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報
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SRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情報とフ

ロー情報を表示する

目的 セッション ID が分かっているとき、全セッションではなく特定のセッションのセッション情

報とフロー情報をすべて表示できます。

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

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 13ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバルなセッション パラ

メータを表示する

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの要約を表示する

• 14ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報とフ

ロー情報を表示する

• 15ページのフィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報と

フロー情報を表示する

• 16ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報

フィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報とフロー情

報を表示する

目的 show security flow session コマンドに引き数としてフィルタを指定することによって、1 つ以

上のセッションに関するフロー情報およびセッション情報を表示できます。使用できるフィル

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

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

tunnel です。デバイスは、各セッションの情報に続けて、レポートしたセッションの数を示す

行を表示します。ここでは source-prefix フィルタを使用したコマンドの例を挙げます。

アクション CLI でフィルタを使用して選択したセッションに関する情報を表示するには、以下のコマンド

を入力します。

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 13ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバルなセッション パラ

メータを表示する

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの要約を表示する

• 14ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報とフ

ロー情報を表示する
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• 15ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報とフロー情報を表示する

• 16ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報

セッション ログ項目は、ポリシー設定に関連付けられています。制御ポリシーがロギングを有

効にしている場合、各主要セッション イベント create、close、および deny はログ項目を作

成します。

session create、session close、および session deny イベントでは、16ページの表3、17

ページの表4、および 18ページの表5 に示すように、異なるフィールドがログに記録されます。

各タイプの下の同じフィールド名は、同じ情報がログに記録されることを示しますが、各テー

ブルは、そのタイプのセッション ログに対して記録された全データの完全なリストです。

以下のテーブルは、セッション ログ項目で表示されるフィールドを説明しています。

表3: session create ログのフィールド

説明フィールド

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

セッションを作成したパケットのソース ポート。source-port

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

セッションを作成したパケットの宛先ポート。destination-port

パケットが横断したアプリケーション。（たとえば、ネイティブ Telnet を許可するポリシー

によって許可されたセッションの間の Telnet トラフィックには “junos-telnet”。）

service-name

ネットワークアドレス変換（NAT）が適用された場合、変換された NAT ソース アドレス。そ

れ以外の場合は、上記のソース アドレス。

nat-source-address

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

ポート。

nat-source-port

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

レス。

nat-destination-address

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

ト。

nat-destination-port

セッションに適用されたソース NAT ルール（存在する場合）。静的 NAT も設定されてセッ

ションに適用されている場合、またソース アドレス変換が行われている場合、このフィール

ドには静的な NAT ルール名が表示されます。*

src-nat-rule-name

セッションに適用された宛先 NAT ルール（存在する場合）。静的 NAT も設定されてセッショ

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

静的な NAT ルール名が表示されます。*

dst-nat-rule-name
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表3: session create ログのフィールド （続き）

説明フィールド

セッションを作成したパケットのプロトコル ID。protocol-id

セッション作成を許可したポリシーの名前。policy-name

32 ビットのセッション ID。session-id-32

* セッションの中には、宛先 NAT とソース NAT が両方適用され、情報がログに記録されるものがあることに注意してください。

表4: session close ログのフィールド

説明フィールド

セッションが閉じられた理由。reason

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

セッションを作成したパケットのソース ポート。source-port

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

セッションを作成したパケットの宛先ポート。destination-port

パケットが横断したアプリケーション。（たとえば、ネイティブ Telnet を許可するポリ

シーによって許可されたセッションの間の Telnet トラフィックには “junos-telnet”。）

service-name

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

ス アドレス。

nat-source-address

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

ポート。

nat-source-port

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

ドレス。

nat-destination-address

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

ト。

nat-destination-port

セッションに適用されたソース NAT ルール（存在する場合）。静的 NAT も設定されてセッ

ションに適用されている場合、またソース アドレス変換が行われている場合、このフィー

ルドには静的な NAT ルール名が表示されます。*

src-nat-rule-name

セッションに適用された宛先 NAT ルール（存在する場合）。静的 NAT も設定されてセッ

ションに適用されている場合、また宛先アドレス変換が行われている場合、このフィールド

には静的な NAT ルール名が表示されます。*

dst-nat-rule-name

セッションを作成したパケットのプロトコル ID。protocol-id

セッション作成を許可したポリシーの名前。policy-name
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表4: session close ログのフィールド （続き）

説明フィールド

32 ビットのセッション ID。session-id-32

このセッションに関連してクライアントによって送信されたパケットの数。packets-from-client

このセッションに関連してクライアントによって送信されたデータ バイトの数。bytes-from-client

このセッションに関連してサーバーによって送信されたパケットの数。packets-from-server

このセッションに関連してサーバーによって送信されたデータ バイトの数。bytes-from-server

permit から close までの総セッション経過時間（秒）。elapsed-time

* セッションの中には、宛先 NAT とソース NAT が両方適用され、情報がログに記録されるものがあることに注意してください。

表5: session deny ログのフィールド

説明フィールド

セッションの作成を試みたパケットのソース IP アドレス。source-address

セッションの作成を試みたパケットのソース ポート。source-port

セッションの作成を試みたパケットの宛先 IP アドレス。destination-address

セッションの作成を試みたパケットの宛先ポート。destination-port

パケットが横断を試みたアプリケーション。service-name

セッションの作成を試みたパケットのプロトコル ID。protocol-id

拒否されたパケットが ICMP によって設定されていた場合の ICMP タイプ。それ以外の場

合、このフィールドは 0 です。

icmp-type

セッション作成を拒否したポリシーの名前。policy-name

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 13ページのすべての SRX シリーズ サービス ゲートウェイのグローバルなセッション パラ

メータを表示する

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの要約を表示する

• 14ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報とフ

ロー情報を表示する

• 15ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報とフロー情報を表示する
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• 19ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションをクリアする

• 15ページのフィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報と

フロー情報を表示する

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションをクリアする

clear コマンドを使用して、セッションを終了できます。特定のアプリケーション タイプの

セッション、特定の宛先ポートを使用するセッション、特定のインターフェースまたはポート

を使用するセッション、特定の IP プロトコルを使用するセッション、ソース プレフィックス

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

できます。

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションを終了する 19ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションを終了する 19ページ

• フィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイで終了するセッションを指定す

る 19ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションを終了する

以下のコマンドを使用して、トンネル セッションとリソース マネージャ セッション以外の全

セッションを終了できます。コマンド出力は、クリアしたセッションの数を示します。このコ

マンドは、clear コマンドが発行された管理セッションを終了することに注意してください。

user@host> clear security flow session all

SRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションを終了する

以下のコマンドを使用して、セッション ID を指定したセッションを終了できます。

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

フィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイで終了するセッションを指定

する

clear コマンドに指定するフィルタ パラメータによっては 1 つ以上のセッションを終了でき

ます。以下の例では、フィルタとしてプロトコルを使用します。

user@host> clear security flow session protocol 89

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのデバッグ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのデータ経路デバッグ 20ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセキュリティ デバッグ 21ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのフロー デバッグ 23ページ
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SRX シリーズ サービス ゲートウェイのデータ経路デバッグ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイのデータ経路デバッグについて 20ページ

• データ経路をデバッグする（CLI 手順） 21ページ

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのデータ経路デバッグについて

データ経路デバッグは、パケット処理経路に沿った複数の処理ユニットでのトレースおよびデ

バッグを提供します。プロダクション システムへの影響を最小限に抑えてパケット フィルタ

を実行できます。

データ経路デバッグでは、パケットは、複数のサービス処理装置（SPU）を通過します。同時

に、複数の FPC (Flexible PIC Concentrator) I/O カード（IOC）が、EZchip 進入および退出

トラフィック管理を提供します。Junos OS は、パケットの処理経路を記録するため、フィルタ

ベースのパケットごとのカウントおよびログのために IOC をサポートします。一致したパケッ

トのみが、IOC EZchip 進入、EZchip 退出、ロード バランシング スレッド（LBT）、およびパ

ケット順序スレッド（POT）によって追跡されます。

以下のイベントが、パケット処理経路で定義されます。

• ezchip ingress

• ezchip egress

• spu.lbt

• spu.pot

注:

port オプションと interface オプションのパケット フィルタリング行動は以下の

とおりです。

• port のみが指定されている場合、パケット フィルタは、IPv4 トラフィックと

IPv6 トラフィックの両方を追跡します。

• interface のみが指定されている場合、パケット フィルタは、IPv4 トラフィッ

ク、IPv6 トラフィック、非 IP トラフィックを追跡します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 3ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要

• 7ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について

• 27ページのSRX5600 および SRX5800 のサービス ゲートウェイ処理の概要

• 40ページのSRX1400、SRX3400、および SRX3600 のサービス ゲートウェイ処理の概要

• 43ページのSRX210 サービス ゲートウェイ処理の概要

• 21ページのデータ経路をデバッグする（CLI 手順）
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データ経路をデバッグする（CLI 手順）

データ経路デバッグ用にデバイスを設定するには：

1. パケット処理経路に沿った複数の処理ユニットに対してデータ経路デバッグを設定するため

に、以下の要求コマンドを指定します。

user@host# set security datapath-debug

2. 以下のコマンドを使用して、データ経路デバッグのトレース オプションを指定します。

user@host# set security datapath-debug traceoptions

3. request security packet-filter コマンドを使用して、データ経路デバッグ アクションを

実行する関連パケットを指定するようパケット フィルタを設定できます。最高 4 つのフィ

ルタが同時にサポートされます。たとえば、以下のコマンドは最初のパケット フィルタを

設定します。

user@host# set security datapath-debug packet-filter name

4. request security action-profile コマンドを使用して、指定したフィルタにパケット マッ

チのアクションを設定できます。デフォルトのアクション プロファイルのみがサポートさ

れます。これは、ネットワーク プロセッサ ezchip ingress、ezchip egress、spu.lbt、お

よび spu.pot に対するトレース オプションです。

user@host# set security datapath-debug packet-filter name action-profile

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのデータ パス デバッグについて

• 27ページのSRX5600 および SRX5800 のサービス ゲートウェイ処理の概要

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセキュリティ デバッグ

• トレース オプションを使用するセキュリティ デバッグについて 21ページ

• セキュリティ トレース オプションを設定する（CLI 手順） 22ページ

• セキュリティ トレース オプションの出力を表示する 23ページ

トレース オプションを使用するセキュリティ デバッグについて

Junos OS トレース機能では、アプリケーションは、ファイルにセキュリティ デバッグ情報を

書き込むことができます。このファイルに現れる情報は、設定した基準に基づきます。この情

報を使用して、セキュリティ アプリケーションの問題を分析できます。

トレース機能は分散して動作し、各スレッドが自身のトレース バッファに書き込みます。これ

らのトレース バッファは、ある時点で収集され、ソートされ、トレース ファイルに書き込ま

れます。トレース メッセージは、プロセス間コミュニケーション（IPC）プロトコルを使用し

て提供されます。トレース メッセージは、BGP、OSPF、IKE などのコントロール プロトコル

パケットより優先順位が低いので、提供は、それほど確実ではないと考えられます。
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セキュリティ トレース オプションを設定する（CLI 手順）

以下の設定ステートメントを使用して、CLI 設定エディタでセキュリティ トレース オプショ

ンを設定します。

• リモート トレースを無効にするには、以下のステートメントを入力します。

user@host# set security traceoptions no-remote-trace

• ローカル ファイルにトレース メッセージを書き込むには、以下のステートメントを入力し

ます。システムは、トレース ファイルを /var/log/ディレクトリに保存します。

user@host# set security traceoptions use-local-files

• トレース ファイルの名前を指定するには、以下のステートメントを入力します。有効な値の

範囲は 1 ～ 1024 文字です。名前にはスペース、/、または % 文字を使用できません。デ

フォルトのファイル名は security です。

user@host#set security traceoptions file filename

• 蓄積できるトレース ファイルの最大数を指定するには、以下のステートメントを入力しま

す。有効な値の範囲は 2 ～ 1000 です。デフォルト値は 3 です。

user@host# set security traceoptions file files 3

• 情報をファイルに記録するときにシステムに使用させたい一致基準を指定するには、以下の

ステートメントを入力します。正規表現を入力してください。ワイルドカード（*）文字が使

用できます。

user@host# set security traceoptions file match *thread

• ユーザーによるトレース ファイルの読み込みを許可するには、world-readable ステートメン

トを入力します。それ以外の場合は no-world-readable ステートメントを入力します。

user@host#set security traceoptions file world-readable

user@host# set security traceoptions file no-world-readable

• トレース ファイルが到達できる最大サイズを指定するには、以下のステートメントを入力し

ます。指定されたサイズに達すると、ファイルは圧縮され filename0.gz と名前が変更され

て、次のファイルの名前が filename1.gz となります。これが続けられます。有効な値の範

囲は 10240 ～ 1,073,741,824 です。

user@host#set security traceoptions file size 10240

• トレース オプションをオンにして、複数のトレース操作を実行するには、以下のフラグを設

定します。

user@host#set security traceoptions flag all

user@host#set security traceoptions flag compilation

user@host# set security traceoptions flag configuration

user@host#set security traceoptions flag routing-socket

• これらのトレース オプション設定が適用されるグループや適用されないグループを指定する

には、以下のステートメントを入力します。

user@host# set security traceoptions apply-groups value

user@host# set security traceoptions apply-groups-except value
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セキュリティ トレース オプションの出力を表示する

目的 セキュリティ トレース オプションの出力を表示する

アクション トレース ファイルの出力を表示するには、show security traceoptions コマンドを使用します。

例：

user@host # show security traceoptions file usp_trace

user@host # show security traceoptions flag all

user@host # show security traceoptions rate-limit 888

この例の出力は以下のとおりです。

Apr 11 16:06:42 21:13:15.750395:CID-906489336:FPC-01:PIC-01:THREAD_ID-01:PFE:now update

0x3607edf8df8in 0x3607e8d0

Apr 11 16:06:42 21:13:15.874058:CID-1529687608:FPC-01:PIC-01:THREAD_ID-01:CTRL:Enter

Function[util_ssam_handler]

Apr 11 16:06:42 21:13:15.874485:CID-00:FPC-01:PIC-01:THREAD_ID-01:CTRL:default1:Rate limit

changed to 888

Apr 11 16:06:42 21:13:15.874538:CID-00:FPC-01:PIC-01:THREAD_ID-01:CTRL:default1:Destination

ID set to 1

Apr 11 16:06:42 21:13:15.874651:CID-00:FPC-01:PIC-01:THREAD_ID-01:CTRL:default2:Rate limit

changed to 888

Apr 11 16:06:42 21:13:15.874832:CID-00:FPC-01:PIC-01:THREAD_ID-01:CTRL:default2:Destination

ID set to 1

Apr 11 16:06:42 21:13:15.874942:CID-00:FPC-01:PIC-01:THREAD_ID-01:CTRL:default3:Rate limit

changed to 888

Apr 11 16:06:42 21:13:15.874997:CID-00:FPC-01:PIC-01:THREAD_ID-01:CTRL:default3:Destination

ID set to 1

SRX シリーズ サービス ゲートウェイのフロー デバッグ

• トレース オプションを使用するフロー デバッグについて 23ページ

• フロー デバッグ トレース オプションを設定する（CLI 手順） 23ページ

トレース オプションを使用するフロー デバッグについて

フロー トレース オプションでは、destination-port、destination-prefix、interface、protocol、

source-port、source-prefix を組み合わせてパケット フィルタを定義できます。あるモジュー

ルにセキュリティ フロー トレース フラグが設定されている場合、特定のパケット フィルタ

と一致するパケットがフロー追跡をトリガし、トレース ファイルにデバッグ情報を書き込みま

す。

フロー デバッグ トレース オプションを設定する（CLI 手順）

以下の例は、security flow traceoptions を使用して設定できるオプションを示します。

• filter1 パケット フィルタに imap 宛先ポートをマッチさせるには、以下のステートメント

を使用します。

user@host# set security flow traceoptions packet-filter filter1 destination-port imap
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• filter1 パケット フィルタに 1.2.3.4 宛先 IPv4 プレフィックス アドレスを設定するに

は、以下のステートメントを使用します。

user@host# set security flow traceoptions packet-filter filter1 destination-prefix

1.2.3.4

• filter1 パケット フィルタに fxp0 論理インターフェースを設定するには、以下のステート

メントを使用します。

user@host# set security flow traceoptions packet-filter filter1 interface fxp0

• filter1 パケット フィルタに TCP IP プロトコルをマッチさせるには、以下のステートメン

トを使用します。

user@host# set security flow traceoptions packet-filter filter1 protocol tcp

• filter1 パケット フィルタに HTTP ソース ポートをマッチさせるには、以下のステートメ

ントを使用します。

user@host# set security flow traceoptions packet-filter filter1 source-port http

• filter1 パケット フィルタに 5.6.7.8 IPv4 プレフィックス アドレスを設定するには、以

下のステートメントを使用します。

user@host# set security flow traceoptions packet-filter filter1 source-prefix 5.6.7.8

SRX シリーズ サービス ゲートウェイの中心点アーキテクチャについて

アーキテクチャの中心点には、2 つの基本的なフロー機能があります。１つはロード バランシ

ング、もう 1 つはトラフィック識別（グローバル セッション マッチング）です。中心点は、

セッション マッチングに際してそのサービスプロセッシングユニット（SPU）へパケットを転

送します。または、パケットが既存のセッションと一致しない場合、セキュリティ処理のため

SPU にトラフィックを配布します。

SRX シリーズ デバイスの一部では、SPU 全体を中心点機能に割り当てることはできず、SPU の

一定の割合が中心点機能に自動的に割り当てられ、他の部分は通常のフロー処理に割り当てら

れます。SPU が、通常のフロー処理だけでなく中心点の機能も実行するとき、SPU はコンビネー

ション モードまたはコンボモードにあると言われます。

中心点機能に割り当てられる SPU の割合は、デバイスの SPU 数によって異なります。SPU の

数によって、SRX シリーズ デバイスで利用可能なモードが 3 つあります。小セントラルポイ

ント、中セントラルポイント、および大中心点です。

小中心点モードでは、SPU のごく一部が中心点機能に割り当てられ、他の部分は通常フロー処

理に割り当てられます。中中心点モードでは、SPU は、中心点機能と通常フロー処理にほぼ均

等に割り当てられます。大セントラルポイントモードでは、SPU 全体が中心点機能に割り当て

られます。コンボ モードでは、中心点と SPU は、同じロード バランシング スレッド（LBT）

およびパケット順序スレッド（POT）インフラストラクチャを共有します。

このトピックのセクションは、以下のようになります。

• コンボ モードでの負荷分散 25ページ

• コンボ モードで処理能力とメモリーを共有する 25ページ
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コンボ モードでの負荷分散

中心点は、活動中の SPU を表示する SPU マッピング テーブル（負荷分散用）を維持していま

す。その表には、物理的なトリビアル ネットワーク プロトコル（TNP）アドレス マッピング

にマッピングされた論理 SPU ID も示されます。コンボ モードでは、中心点をホストする SPU

がテーブルに含まれます。負荷分散アルゴリズムは、セッションの過負荷を避けるため、セッ

ション容量と処理能力に基づいて調整されます。

コンボ モードで処理能力とメモリーを共有する

コンボ モード SPU の CPU 処理能力は、プラットフォームおよびシステムの SPU 数に基づい

て共有されます。同様に、CPU メモリーも中心点と SPU との間で共有されます。

SPU は、ネットワーク処理のために複数のコア（CPU）を備えています。「小」SPU コンボ モー

ドでは、CPU 機能は、コアのごく一部を必要とします。一方、「中」SPU コンボ モードは、コ

アのより大きな部分を要求します。中心点機能およびフロー処理の処理能力は、25ページの表

6 に示すように、サービス処理カード（SPC）の数に基づいて共有されます。

注: SPC には、フロー処理と中心点機能を実行する 1 つ以上の SPU が含まれます。

表6: コンボ モードの処理

SPC が 2 つ以上の中心点モードSPC が 1 つの中心点モードSRX シリーズ デバイス

中小SRX1400

中小SRX3400

中小SRX3600

大小SRX3400（拡張性能 容量ライセンス）

大小SRX3600（拡張性能 容量ライセンス）

大中SRX5600

大中SRX5800

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 7ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について

デバイスごとにセッション容量を拡張する

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

のデバイスの同時セッション最大数を拡張できます。
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26ページの表7 は、デフォルトおよび容量を拡張した場合の、これらのデバイスで許可される

同時セッションの最大数を示しています。

表7: 最大中心点セッション数の増加

完全装備システムでの最大同時セッション数

SRX シリーズ デバイス 容量を拡張デフォルト

300 万225 万SRX3400

600 万225 万SRX3600

拡張利用不可900 万SRX5600

1400 万1250 万SRX5800

セッション容量の拡張に使用される方法は、デバイスによって異なります。

• SRX3400 または SRX3600 デバイスでの中心点セッション ライセンスのインストールおよび

検証

• SRX5800 デバイスでの CLI 最適化オプション

以下のセクションでは、SRX3400、SRX3600、および SRX5800 デバイスでのセッション制限拡張

に関する情報を提供します。

• SRX3400 または SRX3600 デバイスでセッション容量を拡張する 26ページ

• SRX5800 デバイスでセッション容量を拡張する 26ページ

• SRX5800 デバイスでデフォルトのセッション容量に戻す 27ページ

• 現在のセッション容量を確認する 27ページ

SRX3400 または SRX3600 デバイスでセッション容量を拡張する

SRX3400 または SRX3600 デバイスでセッション容量を拡張するには、デバイスの中心点セッ

ション ライセンスの検証が必要です。

1. 中心点セッション ライセンス鍵を取得し、デバイスにライセンスをインストールします。

ライセンスのインストールに関する詳細については、セキュリティ デバイス用 Junos OS

管理ガイドを参照してください。

2. デバイスを再起動して、拡張したセッション容量を実装します。

SRX5800 デバイスでセッション容量を拡張する

SRX5800 デバイスでセッション容量を拡張するには、CLI での設定変更が必要です。

1. CLI 設定プロンプトで以下のコマンドを入力します。

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

2. デバイスを再起動して、拡張したセッション容量を実装します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.26

Junos OS セキュリティ設定ガイド



中心点セッション最適化テクニックを使用すると、他の最適化方式が排除され、高度な GTP 処

理が無効になり、ルーティング容量が 100K プレフィックスに減ります。

SRX5800 デバイスでデフォルトのセッション容量に戻す

SRX5800 デバイスでデフォルトのセッション容量に戻すには、CLI での設定変更が必要です。

1. CLI 設定プロンプトで以下のコマンドを入力し、デフォルトのセッション容量値を回復しま

す。

user@host# set security gprs gtp enable

2. デバイスをリブートして、新しい値を実装します。

現在のセッション容量を確認する

目的 中心点セッションの要約には、デバイスに対する最大セッション数設定が含まれます。この値

から、期待したとおりにセッション容量が変更されたかどうかを判断できます。

アクション 中心点セッション容量の現在の設定を確認するには、以下の CLI コマンドを入力します。

user@host> show security flow cp-session summary

Valid sessions: 114323

Pending sessions: 11

Invalidated sessions: 32551

Sessions in other states: 0

Total sessions: 146885

Maximum sessions: 14000000

Maximum inet6 sessions: 7000000

意味 Maximum sessions 値が、ご利用のデバイスでの現在のセッション容量を反映しています。14000000

という値は、SRX5800 デバイスが中心点セッション数を拡張して設定されていることを示して

います。

SRX5600 および SRX5800 のサービス ゲートウェイ処理の概要

Junos OS は、分散並列処理高スループット 高性能システムです。サービス ゲートウェイの分

散並列処理アーキテクチャには、セッションを管理しセキュリティなどのサービス処理を実行

するために複数のプロセッサが含まれます。このアーキテクチャは、より大きな柔軟性を提供

し、高スループットおよび高速パフォーマンスを可能にします。

注: SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 デバイスでは、ネゴシ

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

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

たとえば、NAT デバイスが DIP で設定されている場合、IKE プロトコルが UDP ポー

トを 500 から 4500 に切り換えるので、NAT デバイスはソース IP を変更します。

SRX5600 および SRX5800 サービス ゲートウェイは、デバイスを横断するパケットを処理する

処理装置をそれぞれ含む I/O カード（IOC）およびサービス処理カード（SPC）を備えていま
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す。ネットワークプロセッシングユニット（NPU）は IOC で動作します。IOC には 1 つ以上の

NPU があります。1 つ以上のサービス処理装置（SPU）が SPC で動作します。

これらの処理装置には異なる責任があります。パケットに対するフローベースのサービスはす

べて、単一の SPU で実行されます。ただし、それ以外の場合、これらのプロセッサで実行され

るサービスの種類に関して、明確には区分されていません。（フローベースの処理に関する詳

細は、3ページの「SRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要」を参照。）

例：

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

撃（DoS）スクリーンなど、インターフェースに設定されているスクリーンをパケットに適用

します。

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

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

クラシファイヤ、およびトラフィック シェーパをパケットに適用します。

• リソースのアービトレーションおよび割り当てを担当し、インテリジェントな方法でセッショ

ンを配当するため、システムは、中心点として 1 つのプロセッサを使用します。中心点は、

セッションのフローの最初のパケットが処理されたときに、セッションに使用される SPU を

割り当てます。

中心点を含むシステムのこれらの個別の協調部分はそれぞれ、セッションがパケットの流れに

存在するかどうかを確認する情報、および既存のセッションに属するかどうかを決定するため

パケットと照合する情報を保管しています。

このアーキテクチャによって、デバイスは、複数の SPU を横断して全セッションの処理を分配

できます。また、NPU は、セッションがパケットに存在するかどうかを決定し、パケットを

チェックし、パケットにスクリーンを適用することができます。パケットがどのように処理さ

れるかは、パケットがフローの最初のパケットであるかどうかによって異なります。

以下のセクションでは、SRX5600 および SRX5800 の処理アーキテクチャを説明します。

• 最初のパケットの処理について 28ページ

• 高速経路処理について 30ページ

• ユニキャスト セッションのデータパスについて 31ページ

• パケット処理について 37ページ

• サービス処理装置について 38ページ

• スケジューラ特性について 38ページ

• ネットワーク プロセッサ バンドリングについて 38ページ

最初のパケットの処理について

パケットが既存フローと一致する場合、パケットの処理は、そのフロー状態のコンテキストで

評価されます。SPU は、各セッションの状態を維持し、設定が、フローのパケットの残りに適

用されます。パケットが既存フローと一致しない場合、そのパケットを使用してフロー状態が

作成され、セッションがそれに割り当てられます。

29ページの図2 は、デバイスに入るときにフローの最初のパケットが取る経路を示しています。

NPU は、セッションがパケットに存在しないことを判断し、中心点にパケットを送信します。
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中心点は、パケットのセッションを確立し処理するために SPU を選択し、その SPU にパケッ

トを送信します。SPU は、パケットを処理し、デバイスから送信するため、パケットを NPU に

送信します。（この高レベルの説明では、パケットへの機能の適用を扱いません。）

図 2: 最初のパケットの処理

フローの最初のパケットに対するセッション生成に関する詳細は、31ページの「セッションの

作成について：最初のパケットの処理」 を参照してください。

フローの最初のパケットは、システムを横断し、セッションがそれに対して確立された後、高

速経路処理を受けます。

フローの以後のパケットも高速経路処理を受けます。この場合、各パケットがセッションに入

り、NPU がセッション テーブルでそれに一致するものを発見した後、NPU は、そのセッション

を管理する SPU へパケットを転送します。

図 3 は高速経路処理を示します。これは、フローがその関連するパケットに対してすでに確立

されているとき、パケットが取る経路です。（これは、パケットが開始したフローのセッショ

ンが確立された後、フローの最初のパケットが取る経路でもあります。）パケットがデバイス

に入った後、NPU は、そのセッション テーブルでパケットのマッチを発見し、パケットのセッ

ションを管理する SPU へそのパケットを転送します。パケットは、中心点との相互作用をバイ

パスすることに注意してください。

図 3: 高速経路処理

29Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第1章: SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用 Junos OS を導入する



このセクションでは、セッションがどのように作成されるか、およびパケットがデバイスを通

過するときに受けるプロセスを説明します。

高速経路処理について

ここでは、パケットに対するセッションのセットアップに関連する主なコンポーネント、およ

びパケットが SRX5600 や SRX5800 デバイスを通過するときに個別におよびフローの一部とし

てパケットを処理する主なコンポーネントの概要を示します。

• ネットワーク処理装置（NPU）— NPU は I/O カード上に存在します。それらは、パケットの

サニティ チェックおよびスクリーンの適用を扱います。NPU は、セッションが着信パケット

または逆のトラフィックに対して存在するかどうかを決定するために使用するセッション

テーブルを維持します。

以前にインターフェースを通してデバイスに入っており、この NPU によって処理されたパ

ケットに対して SPU 上でセッションが確立されている場合、NPU セッション テーブルには

セッションの項目が含まれます。セッションを作成するとき、SPU は、NPU テーブルにセッ

ションを追加します。

NPU は、セッション テーブルとパケット情報を照合することにより、パケットにセッション

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

パケットとそのメタデータを SPU に送信します。セッションがない場合、NPU は、SPU の割

り当てのため中心点にパケットを送信します。

• サービス処理装置（SPU）— SRX5600 と SRX5800 デバイスのメイン プロセッサは、サービス

処理カード（SPC）上に存在します。それらは、トラフィック フローを確立および管理し、

パケットがデバイスを通過するときにほとんどのパケット処理をパケットに実行します。各

SPU は、高速セッション ルックアップ用のハッシュ テーブルを維持しています。SPU は、

ステートレス ファイアウォール フィルタ、クラシファイヤ、およびトラフィック シェーパ

をトラフィックに適用します。SPU は、パケットのフローベース処理のすべて、およびパケッ

トベースの処理のほとんどを実行します。各マルチコア SPU はパケットを独立して処理しま

す。同じまたは異なる SPC 上の SPU 間で最小のインタラクションを行います。同じフロー

に属する全パケットは、同じ SPU によって処理されます。

SPU は、自身が確立しパケットを処理した全セッションの項目を含んだセッション テーブル

を維持しています。SPU は、NPU からパケットを受信すると、パケットがそのセッション

テーブルに属するか確認するため、セッション テーブルをチェックします。また、中心点か

らパケットを受信したり、そのパケットのセッションを確立するためのメッセージを受信す

ると、そのパケットに既存のセッションが存在するか確認するため、セッション テーブルを

チェックします。

• 中心点 — 複数の SPU が誤って同じフローを処理するのを避けるため、リソースのアービト

レーションおよび割り当てを担当しインテリジェントな方法でセッションを分配するために、

SRX シリーズ デバイスは、1 つのプロセッサを中心点として使用します。

中心点の主な機能は、SPU の 1 つにセッション処理を委託することです。セッションがまだ

確立されていない場合、中心点は、ロード バランシング基準に基づいて、フローのセッショ

ンを確立するため SPU を選択します。セッションがすでに存在する場合、中心点は、フロー

をホストする SPU へ、そのフローのパケットを転送します。また、NPU が適切な SPU へパ

ケットをリダイレクトしなかった場合、中心点がそれを行います。
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中心点は、特定のセッションのオーナー SPU に関する情報を持つグローバルなセッション

テーブルを維持しています。中心点は、システム全体のセントラル レポジトリおよびリソー

ス マネージャとして機能します。

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

ユニキャスト セッションのデータパスについて

このトピックでは、デバイスを通過するフローに属するパケットに対してセッションを確立す

るプロセスを説明します。

セッションの確立、およびサービスがフローのパケットに適用されるポイントを含むパケット

の「パス」を示すため、この例では、ユニキャスト セッションの簡単な場合を使用します。

このパケットの「道筋」では、Junos OS がパケットに実行するパケットベースの処理およびフ

ローベースの処理をまとめています。

セッション ルックアップとパケット一致基準

パケットが既存のフローに属するかどうかを判断するため、デバイスは、次の 6 つの一致基準

に基づいて、パケットの情報を既存のセッションのパケット情報と照合しようとします。

• ソース アドレス

• 宛先アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• あるゾーンおよび仮想ルーターの一意のトークン

セッションの作成について：最初のパケットの処理

このトピックでは、フローを構成するパケットを処理するために、セッションがどのように確

立されるかを説明します。プロセスを示すため、このトピックでは、ソース a、宛先 b の例を

使用します。フローのパケットのソースから宛先への方向は（a->b）と示します。宛先からソー

スへの方向は（b->a）と示します。

ステップ 1. パケットが、デバイスのインターフェースに到着し、NPU がそれを処理する。

このトピックでは、SRX シリーズ デバイス進入 IOC にパケットが到着したときにパケットが

どのように処理されるかを説明します。

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

2. NPU は、パケットに基本的なサニティ チェックを実行し、インターフェースに設定された

スクリーンをパケットに適用します。

3. NPU は、パケットに既存のセッションがあるか、セッション テーブルをチェックします。

（そのパケットのタプルをセッション テーブルの既存のセッションのパケットのタプルと

照合します。）

a. 既存のセッションが見つからない場合、NPU は中心点にパケットを転送します。
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b. セッションのマッチが見つかった場合、セッションは、割り当てられた SPU 上にすでに

作成されています。したがって、NPU は、処理のためにパケットをセッション ID と共

に SPU に転送します。（34ページの「高速経路処理について」を参照。）

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

DoS スクリーンを適用します。NPU はタプル マッチがあるかセッション テーブルをチェック

し、既存のセッションは見つかりませんでした。NPU1 は、SPU に割り当てるため、中心点へパ

ケットを転送します。

ステップ 2. 中心点が「保留」状態のセッションを作成する。

中心点は、デバイス上の全 SPU に存在する全セッションの項目を含む、グローバルなセッショ

ン テーブルを維持しています。中心点は、セッション作成に参加し、セッション リソース割

り当てを委託、仲裁します。

このプロセスには、以下の部分が含まれます。

1. セッションまたはゲートが、NPU から受信したパケットに存在するかどうかを判断するた

め、中心点は、セッション テーブルおよびゲート テーブルをチェックします。（パケット

のセッションがないことをテーブルが示しているので、NPU は中心点へパケットを転送しま

した。中心点は、セッションの SPU を割り当てる前にこの情報を確認します。）

2. どちらのテーブルにもパケットと一致する項目がない場合、中心点は、セッションに保留

ウィングを作成し、ロード バランシング アルゴリズムに基づいて、セッションに使用され

る SPU を選択します。

3. 中心点は、パケット フローに使用するセッションをローカルに確立するように命じるメッ

セージの中で、フローの最初のパケットを、選択された SPU へ転送します。

例:中心点は、そのセッションの保留ウィング（a->b）を作成します。また、それに使用される

SPU1 を選択します。中心点は、（a->b）パケットを、そのセッションを作成するためのメッ

セージと共に SPU1 に送信します。

ステップ 3. SPU がセッションを確立する。

各 SPU にもセッション テーブルがあり、そのセッションに関する情報を含んでいます。SPU

は、セッションを確立するためのメッセージを中心点から受信すると、セッションがそのパケッ

トにまだ存在しないかを確認するため、セッション テーブルをチェックします。

1. パケットに既存のセッションが存在しない場合、SPU は、セッションをローカルに確立しま

す。

2. SPU は、セッションを設置するように命じるメッセージを中心点に送信します。

注: 最初のパケットを処理する間に、NAT が有効な場合、SPU は、NAT 用の IP

アドレス リソースを割り当てます。この場合、NAT 割り当てプロセスが完了す

るまで、セッションの最初のパケットの処理は中断されます。

セッションが設置されるまで、SPU は、受信するかもしれないフローの追加パケットをキュー

に追加します。
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例:SPU1 は、（a->b）に対してセッションを作成し、保留セッションを設置するように命じる

メッセージを中心点に返信します。

ステップ 4. 中心点がセッションを設置する。

中心点は、SPU から設置メッセージを受信します。

1. セッション保留ウィングの状態をアクティブに設定します。

2. アクティブなウィングとしてセッションの逆のウィングを設置します。

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

例:中心点は、（a->b）のセッションを設置するよう命じるメッセージを SPU1 から受信しま

す。（a->b）ウィングのセッション状態をアクティブに設定します。セッションの逆のウィン

グ（b->a）を設置し、それをアクティブにします。これによって、宛先（b）からソース（a）

への、フローの逆方向からのパケットの提供が可能になります。

ステップ 5. SPU が、進入 NPU と退出 NPU でセッションを確立する。

NPU は、パケットの転送と提供のためにセッションに関する情報を維持しています。リダイレ

クトのための中心点ではなく、それらのフローを管理する SPU にパケットを直接送信できるよ

うに、セッション情報が、退出 NPU と進入 NPU でセットアップされます（時々同じ情報）。

ステップ 6. 高速経路処理が実行される。

パケット処理に伴うステップの残りについては、34ページの「高速経路処理について」 のス

テップ 1 に進んでください。

34ページの図4 は、デバイスに到達した後にフローの最初のパケットが受けるプロセスの最初

の部分を示しています。この時点では、そのパケット、およびそのフローに属する他のパケッ

トを処理するためにセッションが確立されています。続いて、そのパケットおよびフローの他

のパケットは、高速経路処理を受けます。
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図 4: セッション作成：最初のパケットの処理

高速経路処理について

パケットはすべて高速経路処理を受けます。ただし、セッションがパケットに存在する場合、

そのパケットは高速経路処理を受け、最初のパケット処理をバイパスします。パケットのフロー

にセッションがすでに存在する場合、パケットは中心点を通過しません。

高速経路処理は以下のように機能します。退出および進入インターフェースの NPU は、パケッ

ト フローを管理する SPU の ID を含むセッション テーブルを備えています。このセッション

情報が NPU にあるので、逆のトラフィックを含むフローのトラフィックはすべて、処理のため

にその SPU に直接送信されます。

高速経路処理を示すため、このトピックでは、ソース a、宛先 b の例を使用します。フローの

パケットのソースから宛先への方向は（a->b）と示します。宛先からソースへの方向は（b->a）

と示します。

ステップ 1. パケットがデバイスに到着し、NPU がそれを処理する。

このトピックでは、サービス ゲートウェイの IOC にパケットが到着したときにパケットがど

のように処理されるかを説明します。

1. パケットは、デバイスの IOC に到着し、カード上の NPU によって処理されます。
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NPU は、サニティ チェックを実行し、サービス拒否攻撃（DoS）スクリーンなどのスクリー

ンをパケットに適用します。

2. NPU は、パケットが一致するセッション テーブルで、既存のセッションの項目を確認しま

す。

3. NPU は、セッション ID およびパケット タプル情報を含むそのセッション テーブルから、

フローのセッションを管理する SPU へ、パケットをメタデータと共に転送します。また、

ステートレス ファイアウォール フィルタおよび CoS 機能をそのパケットに適用し、パケッ

ト フロー処理およびセキュリティなどの機能の適用を処理します。

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

し、DoS スクリーンを適用して、タプルのマッチがあるかセッション テーブルをチェックしま

す。マッチを発見し、SPU1 にパケットのセッションが存在することが判明します。NPU1 は、

処理のため SPU1 にパケットを転送します。

ステップ 2. セッションの SPU がパケットを処理する。

パケットの処理のほとんどは、そのセッションが割り当てられた SPU で行われます。該当する

場合、パケットには、ステートレス ファイアウォール フィルタ、トラフィック シェーパ、お

よびクラシファイヤなど、パケットベースの機能の処理が行われます。ファイアウォール機能、

NAT、ALG など、設定されたフローベースのセキュリティおよび関連サービスが、パケットに適

用されます。（セッションに対するセキュリティ サービスがどのように決められるかに関する

情報は、3ページの「SRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要」を参照してくださ

い。）

1. パケットを処理する前に、SPU は、パケットがそのセッションの 1 つに属することを確認

するために、セッション テーブルをチェックします。

2. SPU は、該当する機能およびサービスについてパケットを処理します。

例:SPU1 は、NPU1 からパケット（a->b）を受信します。パケットがそのセッションの 1 つに

属することを確認するため、セッション テーブルをチェックします。次に、入力インターフェー

スに適用されるインプット フィルタおよび CoS 機能に従って、パケット（a->b）を処理しま

す。SPU は、ゾーンとポリシーに基づいて、パケットのフローに対して設定されたセキュリティ

機能およびサービスをパケットに適用します。設定されている場合、出力フィルタ、トラフィッ

ク シェーパ、および追加のスクリーンをパケットに適用します。

ステップ 3. SPU が NPU へパケットを転送する。

1. SPU が NPU へパケットを転送します。

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

例:SPU1 がパケット（a->b）を NPU2 へ転送し、NPU2 が DoS スクリーンを適用する。

ステップ 4. インターフェースはデバイスからパケットを送信する。

例:インターフェースはデバイスからパケット（a->b）を送信する。

ステップ 5. 逆のトラフィック パケットが退出インターフェースに到着し、NPU がそれを処理
する。

このステップは、ステップ 1 とまったく逆です。詳細については、このトピックのステップ 1

を参照してください。
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例:パケット（b->a）が NPU2 に到着します。NPU2 は、タプルのマッチがあるかセッション

テーブルをチェックします。マッチを発見し、SPU1 にパケットのセッションが存在することが

判明します。NPU2 は、処理のため SPU1 にパケットを転送します。

ステップ 6. セッションの SPU が逆のトラフィック パケットを処理する。

逆のトラフィックに適用する点を除き、このステップはステップ 2 と同じです。詳細について

は、このトピックのステップ 2 を参照してください。

例:SPU1 は、NPU2 からパケット（b->a）を受信します。パケットが NPU2 が識別するセッショ

ンに属することを確認するため、セッション テーブルをチェックします。次に、NPU1 のイン

ターフェースに設定されたパケットベースの機能をパケットに適用します。ゾーンとポリシー

に基づき、そのフローに設定されているセキュリティ機能および他のサービスに従って、パケッ

ト（b->a）を処理します。（3ページの「SRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要」

を参照。)

ステップ 7. SPU が NPU へ逆のトラフィック パケットを転送する。

逆のトラフィックに適用する点を除き、このステップはステップ 3 と同じです。詳細について

は、このトピックのステップ 3 を参照してください。

例:SPU1 は、NPU1 へパケット（b->a）を転送します。NPU1 は、インターフェースに対して設

定されているスクリーンを処理します。

ステップ 8. インターフェースはデバイスからパケットを送信する。

逆のトラフィックに適用する点を除き、このステップはステップ 4 と同じです。詳細について

は、このトピックのステップ 4 を参照してください。

例:インターフェースはデバイスからパケット（b->a）を送信する。

37ページの図5 は、パケットがデバイスに到着し、パケットが属するフローにセッションが存

在するとき、パケットに実行されるプロセスを示しています。
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図 5: 高速経路処理の「パケットの道筋」

パケット処理について

このトピックでは、フローを構成するパケットを処理するために、セッションがどのように確

立されるかを説明します。

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

するためにそれを分析します。

2. インターフェースは、分散フロー ルックアップを有効にするよう設定されています。また、

プライマリ ネットワーク プロセッサのハッシュ値を使用して 5 タプル ハッシュ アルゴ

リズムを参照することによって、パケットはセカンダリ ネットワーク プロセッサへ転送さ

れます。

3. セカンダリ ネットワーク プロセッサは、転送されたパケットを受信し、パケットに作業を

すべて実行します。
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注: ネットワーク プロセッサ バンドリングが有効な場合、スクリーン設定はバン

ドルの各ネットワーク プロセッサにプログラムされ、選択された設定がスクリーン

性能に影響を与えます。たとえば、ネットワーク プロセッサ バンドリングが有効

ではなく、ICMP スクリーンが 100 に設定されている場合、処理レートが 100 pps

を超過すると ICMP パケットがブロックされます。ただし、ネットワーク プロセッ

サ バンドリングが有効で、4 つのネットワーク プロセッサが一緒にバンドルされ

ている場合（1 つのプライマリ ネットワーク プロセッサと 3 つのセカンダリ ネッ

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

トワーク プロセッサ間に均一に分配されると、ICMP フラッドが 300 pps を超過す

るまで、ICMP スクリーンは開始されません。

サービス処理装置について

ある物理インターフェースについて、サービス処理装置（SPU）は、その物理インターフェース

に関連付けられたネットワーク プロセッサ バンドルの全ネットワーク プロセッサから進入パ

ケットを受信します。SPU は、物理インターフェースからネットワーク プロセッサ バンドル

情報を抽出し、ネットワーク プロセッサ インデックスにフローをマッピングするために同じ

5 タプル ハッシュ アルゴリズムを使用します。ネットワーク プロセッサを決めるため、SPU

は、ネットワーク プロセッサ バンドルでネットワーク プロセッサ インデックスのルックアッ

プを行います。SPU は、外部トラフィックに対して物理インターフェースのローカル PIC に退

出パケットを送信します。

注: ネットワーク プロセッサと SPU は、パケットのハッシュ値を入手するために

同じ 5 タプル ハッシュ アルゴリズムを使用します。

スケジューラ特性について

SRX5600 および SRX5800 デバイスでは、IOC は、以下の階層スケジューラ特性をサポートしま

す。

• IFL – ネットワーク プロセッサ バンドルの設定は、物理インターフェース データ構造に保

管されます。SRX5600 および SRX5800 デバイスには最高 48 個の PIC があります。物理イ

ンターフェースは、PIC を示すために 48 ビットのビットマスクを使用できます。または、

この物理インターフェースからのネットワーク プロセッサ トラフィックは、物理インター

フェースのプライマリ ネットワーク プロセッサにも配布されます。SRX1400、SRX3400、

SRX3600、SRX5600 および SRX5800 デバイスでは、iflset 機能は、reth のような集約イン

ターフェースに対してはサポートされません。

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

ンターフェースは、ネットワーク プロセッサ バンドルに PIC を持つ全 I/O カード（IOC）

に渡されます。

ネットワーク プロセッサ バンドリングについて

ネットワーク プロセッサ バンドリング機能は、SRX5600 および SRX5800 サービス ゲートウェ

イで利用できます。この機能によって、パケット処理のため、1 つのインターフェースから複

数のネットワーク プロセッサへデータ トラフィックを分配できます。プライマリ ネットワー
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ク プロセッサが、進入トラフィックを受信し他の複数のセカンダリ ネットワーク プロセッサ

にパケットを分配するインターフェースに割り当てられます。1 つのネットワーク プロセッサ

は、プライマリ ネットワーク プロセッサまたは複数のインターフェースへのセカンダリ ネッ

トワーク プロセッサとして機能できます。1 つのネットワーク プロセッサは、1 つのネット

ワーク プロセッサ バンドルにだけ参加できます。

ネットワーク プロセッサ バンドリングの制限

ネットワーク プロセッサ バンドリング機能には以下の制限があります。

• ネットワーク プロセッサ バンドリングでは、バンドル当たり合計 16 個の PIC、システム

当たり 8 個の異なるネットワーク プロセッサ バンドルが許容されます。

• バンドルの設定変更を適用するには、デバイスを再起動する必要があります。

• ネットワーク プロセッサ バンドリングは、アーキテクチャ全体の reth インターフェース

の下にあります。reth インターフェースを形成するために、ネットワーク プロセッサ バン

ドリングから 1 つまたは両方のインターフェースを選択できます。

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

れたパケットは失われます。

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

ングしきい値は、もはやインターフェースに適用されません。パケットは、処理のため複数

のネットワーク プロセッサに分配されます。これらのしきい値は、ネットワーク プロセッ

サ バンドルの各ネットワーク プロセッサに適用されます。

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

• EZchip 上のメモリー制約のために、PIC 当たりのネットワーク プロセッサがバンドルする

ポート数は制限されています。ネットワーク プロセッサ バンドル内では、各ポートはグロー

バル ポート インデックスを持つ必要があります。グローバル ポート インデックスは、以

下の式を使用して計算されます。

Global_port_index = (global_pic * 16) + port_offset

• シャーシ クラスタ実装のリンク アグリゲーション グループ（LAG）および冗長イーサネッ

ト インターフェース LAG は、ネットワーク プロセッサ バンドリングと共存できます。た

だし、LAG も冗長イーサネット インターフェース LAG も、ネットワーク プロセッサ バン

ドルと物理リンクが重複したり物理リンクを共有したりすることはできません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのデータ パス デバッグについて

• 3ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要

• 7ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について

• 167ページのセキュリティ ポリシー スケジューラの概要
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SRX1400、SRX3400、および SRX3600 のサービス ゲートウェイ処理の概要

SRX3400 および SRX3600 サービス ゲートウェイ用の Junos OS は、Juniper Networks の世界

最高レベルのネットワーク セキュリティおよびルーティング機能を統合しています。これらの

サービス ゲートウェイ用の Junos OS には、ポリシー、スクリーン、ネットワーク アドレス

変換、サービス クラス クラシファイヤなどの幅広いセキュリティ サービス、およびサービス

ゲートウェイの他のデバイスでサポートされる豊富で広範囲なフローベースのサービスが含ま

れます。

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

キュリティなどのサービス処理を実行するために複数のプロセッサが含まれます。このアーキ

テクチャは、より大きな柔軟性を提供し、高スループットおよび高速パフォーマンスを可能に

します。

このトピックには、以下の情報が含まれます。

• セッションの確立に関連するコンポーネント 40ページ

• ユニキャスト セッションのデータ経路について 41ページ

• セッション ルックアップとパケット一致基準 41ページ

• セッションの作成について：最初のパケットの処理 41ページ

• 高速経路処理について 43ページ

セッションの確立に関連するコンポーネント

ここでは、パケットのためのセッションの確立、およびパケットが SRX3400 および SRX3600

デバイスを通過するときのパケット処理に関連する主なコンポーネントの概要を示します。

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

ビス処理カード（SPC）上に存在します。それらは、トラフィック フローを確立および管理

し、パケットがデバイスを通過するときにほとんどのパケット処理をパケットに実行します。

各 SPU は、高速セッション ルックアップ用のハッシュ テーブルを維持しています。SPU

は、セキュリティ サービス、クラシファイヤ、およびトラフィック シェーパの適用など、

パケットに対するフローベース処理をすべて実行します。同じフローに属する全パケットは、

同じ SPU によって処理されます。

SPU は、自身が確立しパケットを処理した全セッションの項目を含んだセッション テーブル

を維持しています。SPU は、NPU からパケットを受信すると、パケットがそのセッション

テーブルに属するか確認するため、セッション テーブルをチェックします。

SRX3400 および SRX3600 デバイスでは、1 つの SPU が、協調して動作し、その通常セッショ

ン管理およびフロー処理機能を実行し、セッションの仲裁やリソースの割り当てを行う中心

点として機能します。SPU がこのように動作するとき、それはコンボ モードにあると言われ

ます。

• 中心点 — 中心点を使用して、ロード バランシング基準に基づき、SPU にセッション管理を

割り当てます。複数の SPU が誤って同じフローを処理するのを避けるため、インテリジェン

トにセッションを分配します。中心点は、SPU にセッションを割り当てる際にロード バラン

シング基準に従います。セッションが存在する場合、中心点は、フローをホストする SPU

へ、そのフローのパケットを転送します。また、NPU が適切な SPU へパケットをリダイレク

トしなかった場合、中心点がそれを行います。
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SRX3400 および SRX3600 デバイスでは、1 つの SPU が、常にコンボ モードと呼ばれるモー

ドで動作します。このモードでは、SPU は、中心点の機能とフローおよびセッション管理機

能の両方を実行します。コンボ モードでは、SPU と中心点は、同じロード バランシング ス

レッド（LBT）およびパケット順序スレッド（POT）インフラストラクチャを共有します。詳

細は、24ページの「SRX シリーズ サービス ゲートウェイの中心点アーキテクチャについて」

を参照してください。

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

レーン プロセッサ（CPP）を管理します。

ユニキャスト セッションのデータ経路について

SRX3400 および SRX3600 サービス ゲートウェイ用の Junos OS は、分散並列処理高スループッ

ト、高性能システムです。このトピックでは、デバイスを通過するフローに属するパケットに

対してセッションを確立するプロセスを説明します。

セッションの確立、およびサービスがフローのパケットに適用されるポイントを含むパケット

の「道筋」を示すため、以下の例では、ユニキャスト セッションの簡単な場合を使用します。

このパケットの「道筋」では、Junos OS がパケットに実行するパケットベースの処理およびフ

ローベースの処理をまとめています。

セッション ルックアップとパケット一致基準

パケットが既存のフローに属するかどうかを判断するため、デバイスは、次の 6 つの一致基準

に基づいて、パケットの情報を既存のセッションのパケット情報と照合しようとします。

• ソース アドレス

• 宛先アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• あるゾーンおよび仮想ルーターの一意のトークン

セッションの作成について：最初のパケットの処理

このトピックでは、フローを構成するパケットを処理するために、セッションがどのように確

立されるかを説明します。プロセスを示すため、このトピックでは、ソース a、宛先 b の例を

使用します。フローのパケットのソースから宛先への方向は（a->b）と示します。宛先からソー

スへの方向は（b->a）と示します。

1. パケットは、デバイスのインターフェースに到着し、IOC はそれを処理します。

IOC は、パケットをキューから取り出し、IOC が通信する NPU にパケットを送信します。

2. NPU は、IOC からパケットを受信し、それを処理します。

• NPU は、パケットに基本的なサニティ チェックを実行し、インターフェースに設定され

たスクリーンをパケットに適用します。
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• セッションのマッチが見つかった場合、セッションは、割り当てられた SPU 上にすでに

作成されています。したがって、NPU は、処理のためにパケットをセッション ID と共に

SPU に転送します。

例:パケット（a->b）が IOC1 から NPU1 に到着します。NPU1 はサニティ チェックを実行

し、パケットに DoS スクリーンを適用します。NPU1 はタプル マッチがあるかセッション

テーブルをチェックし、既存のセッションは見つかりませんでした。NPU1 は、SPU に割り

当てるため、SPU1 上の中心点へパケットを転送します。

3. 中心点は「保留」状態のセッションを作成します。

中心点は、デバイス上の全 SPU に存在する全セッションの項目を含む、グローバルなセッ

ション テーブルを維持しています。中心点は、セッション作成に参加し、セッション リ

ソース割り当てを委託、仲裁します。

このプロセスには、以下の部分が含まれます。

a. セッションまたはゲートが、NPU から受信したパケットに存在するかどうかを判断する

ため、中心点は、セッション テーブルおよびゲート テーブルをチェックします。（パ

ケットのセッションがないことをテーブルが示しているので、NPU は中心点へパケット

を転送しました。中心点は、セッションの SPU を割り当てる前にこの情報を確認しま

す。）

b. どちらのテーブルにもパケットと一致する項目がない場合、中心点は、セッションに保

留ウィングを作成し、ロード バランシング アルゴリズムに基づいて、セッションに使

用される SPU を選択します。

c. 中心点は、パケット フローに使用するセッションをローカルに確立するように命じる

メッセージの中で、フローの最初のパケットを、選択された SPU へ転送します。

例:中心点は、そのセッションの保留ウィング（a->b）を作成します。また、そのセッ

ションに使用される SPU1 を選択します。中心点は、（a->b）パケットを、そのセッショ

ンを作成するためのメッセージと共に SPU1 に送信します。（偶然、SPU1 はコンボ モー

ドで動作する SPU です。したがって、そのセッション管理およびフロー処理サービス

が、そのセッションに使用されます。）

4. SPU がセッションを確立します。

各 SPU にもセッション テーブルがあり、そのセッションに関する情報を含んでいます。SPU

は、セッションを確立するためのメッセージを中心点から受信すると、セッションがそのパ

ケットにまだ存在しないかを確認するため、セッション テーブルをチェックします。

a. パケットに既存のセッションが存在しない場合、SPU は、セッションをローカルに確立

します。

b. SPU は、セッションを設置するように命じるメッセージを中心点に送信します。

最初のパケットを処理する間に、NAT が有効な場合、SPU は、NAT 用の IP アドレス リソー

スを割り当てます。この場合、NAT 割り当てプロセスが完了するまで、セッションの最初の

パケットの処理は中断されます。

セッションが設置されるまで、SPU は、受信するかもしれないフローの追加パケットをキュー

に追加します。
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例:SPU1 は、（a->b）のセッションを作成し、保留セッションを設置するように命じるメッ

セージを（同じ SPU 上に実装された）中心点に送信します。

5. 中心点がセッションを設置します。

• セッション保留ウィングの状態をアクティブに設定します。

• アクティブなウィングとしてセッションの逆のウィングを設置します。

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

す。

例:中心点は、（a->b）のセッションを設置するよう命じるメッセージを SPU1 から受信し

ます。（a->b）ウィングのセッション状態をアクティブに設定します。セッションの逆の

ウィング（b->a）を設置し、それをアクティブにします。これによって、宛先（b）からソー

ス（a）への、フローの逆方向からのパケットの提供が可能になります。

6. SPU は、進入および退出 NPU にセッションを確立します。

NPU は、パケットの転送と提供のためにセッションに関する情報を維持しています。リダイ

レクションのための中心点ではなく、それらのフローを管理する SPU にパケットを直接送

信できるように、セッション情報が、退出 NPU と進入 NPU でセットアップされます（時々

同じ情報）。

7. 高速経路処理が行われます。

パケット処理に伴うステップの残りについては、「高速経路処理について」のステップ 1

に進んでください。

高速経路処理について

パケットはすべて高速経路処理を受けます。ただし、セッションがパケットに存在する場合、

そのパケットは高速経路処理を受け、最初のパケット処理をバイパスします。パケットのフロー

にセッションがすでに存在する場合、パケットは中心点を通過しません。

高速経路処理は以下のように機能します。入力と出力のインターフェースの NPU は、パケット

フローを管理する SPU の ID を含むセッション テーブルを備えています。このセッション情

報が NPU にあるので、逆のトラフィックを含むフローのトラフィックはすべて、処理のために

その SPU に直接送信されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのデータ パス デバッグについて

• 3ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要

• 7ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について

SRX210 サービス ゲートウェイ処理の概要

このトピックでは、デバイスを通過するフローに属するパケットに対してセッションを確立す

る際に SRX210 サービス ゲートウェイが行うプロセスを説明します。SRX210 デバイスのフロー

サービスは、シングル スレッドおよび非分配です。この点では、他の SRX シリーズ デバイス
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とは異なりますが、同じフロー モデルに従い、同じコマンドライン インターフェース（CLI）

が実装されています。

セッションの確立、およびサービスがフローのパケットに適用されるポイントを含むパケット

の「道筋」を示すため、以下のセクションに記載する例では、ユニキャスト セッションの単純

な場合を使用します。

• フロー処理およびセッション管理について 44ページ

• 最初のパケットの処理について 44ページ

• セッションの作成について 44ページ

• 高速経路処理について 45ページ

フロー処理およびセッション管理について

このトピックでは、フローを構成するパケットを処理するために、セッションがどのように確

立されるかを説明します。以下のトピックでは、SPU は、SRX210 サービス ゲートウェイのデー

タ プレーン スレッドを表します。

最初、データ プレーン スレッドは、パケットを取り込み、パケットに基本的なサニティ チェッ

クを行います。次に、パケットにステートレス フィルタおよび CoS クラシファイヤの処理を

行い、スクリーンを適用します。

最初のパケットの処理について

パケットが既存のフローに属するかどうかを判断するため、デバイスは、次の 6 つの一致基準

に基づいて、パケットの情報を既存のセッションのパケット情報と照合しようとします。

• ソース アドレス

• 宛先アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• あるゾーンおよび仮想ルーターの一意のトークン

SPU は、パケットに既存のセッションがあるか、セッション テーブルをチェックします。既存

のセッションが見つからない場合、SPU はフローに対してセッションを確立します。セッショ

ン マッチが見つかると、セッションはすでに作成されており、したがって、SPU はパケットに

高速経路処理を実行します。

セッションの作成について

セッションを確立する際に、SPU は、パケットに以下のサービスを実行します。

• スクリーン

• ルート ルックアップ

• ポリシー ルックアップ
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• サービス ルックアップ

• NAT（必要に応じて）

セッションは、確立された後、そのフローに属する全パケットに使用されます。フローのパケッ

トは、そのセッションのパラメータに従って処理されます。パケット処理に伴うステップの残

りについては、「高速経路処理」のステップ 1 に進んでください。パケットはすべて高速経路

処理を受けます。

高速経路処理について

パケットがセッションと一致すると、Junos OS は、以下のステップに記載されているように高

速経路処理を実行します。セッションがフローの最初のパケットに対して確立された後、セッ

ションには高速経路処理が実行されます。全パケットに高速経路処理が行われます。

1. SPU は、フローベースのセキュリティ機能をパケットに適用します。

• 設定されたスクリーンが適用されます。

• TCP チェックが実行されます。

• 必要に応じて、NAT、ALG、IPsec などのフロー サービスが適用されます。

2. SPU は、パケットの転送を準備し、パケットを送信します。

• ルーティング パケット フィルタが適用されます。

• トラフィック シェーピングが適用されます。

• トラフィックの優先順位付けが適用されます。

• トラフィック スケジューリングが適用されます。

• パケットが送信されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのデータ パス デバッグについて

• 3ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイ処理の概要

• 7ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション特性について

フローと処理の制限

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスでは、フローと処理を定義するときに、以下の制限

に注意してください。

• SRX1400、SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 デバイスでは、インサービスソフト

ウェアアップグレード(ISSU)、ローインパクトシャーシクラスタアップグレード(LICU)では

ダウングレードはサポートされません。

• SRX5800 デバイスでは、ネットワーク処理バンドリングは、レイヤ 2 透過モードにおいてサ

ポートされません。
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• SRX210、SRX240、および J シリーズ デバイスでは、フローがデバイスで有効なとき、ブロー

ドキャスト TFTP はサポートされません。

• 最大同時 SSH、Telnet、および Web セッション数 — SRX210、SRX240、および SRX650 デバ

イスでは、同時セッションの最大数は以下のとおりです。

SRX650SRX240SRX210セッション

553ssh

553telnet

553Web

注: これらのデフォルトは、性能上の理由で提供されています。

• SRX210 および SRX240 デバイスでは、効率を最適化するため、CLI および J-Web の使用を

以下のセッション数に制限することを推奨します。

コンソールJ-WebCLIデバイス

133SRX210

155SRX240

• SRX100 デバイスでは、VLAN レイヤ 3 インターフェース上のレイヤ 3 制御プロトコル（マ

ルチキャスト宛先 MAC アドレスを使用する OSPF）は、アクセス ポートとのみ機能します。
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第2章

IPv6 フローベース処理について

本章では、SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリーズ デバイスが、IP バージョ

ン 6（IPv6）パケットのフローベース処理をどのように扱うかを説明します。これらのデバイ

スの IPv6 フロー処理についての理解を容易にするために、本章では、アドレス空間とアドレ

ス指定などの IPv6 の概要を示します。また、SRX5600 および SRX5800 デバイスのアーキテク

チャを紹介し、それを IPv6 フロー処理について説明するためにモデルとして使用します。フ

ロー処理は他のデバイス上でも同様です。

フローとは、同じ一致基準を満たし同じ特性を共有する、関連するパケットの流れです。Junos

OS は、同じフローに属するパケットを同じように扱います。

本章の内容は、以下のようになります。

• IP バージョン 6（IPv6）について 48ページ

• IPv6 アドレス空間、アドレス指定、およびアドレス タイプについて 48ページ

• IPv6 アドレス タイプ、および SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリーズ デ

バイス用の Junos OS がそれらを使用する方法について 49ページ

• IPv6 アドレス形式について 50ページ

• IPv6 パケット ヘッダーおよび SRX シリーズと J シリーズ デバイスの概要 51ページ

• IPv6 の基本パケット ヘッダーについて 52ページ

• IPv6 パケット ヘッダー拡張について 54ページ

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用のフロー モジュールによって実行される IPv6

パケット ヘッダー検証について 55ページ

• IPv6 拡張フロー 55ページ

• IPv6 デュアルスタック ライト 57ページ

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが ICMPv6 パケットを扱う方法について 59ページ

• IPv6 パケットの経路 MTU メッセージについて 61ページ

• SRX シリーズおよび J シリーズのデバイスが IPv6 のパケット断片化を扱う方法につい

て 62ページ

• IPv6 フローのセッションについて 62ページ

• SRX5600 と SRX5800 のアーキテクチャおよびフロー処理について 63ページ

• IPv6 の制限 65ページ

• IPv6 トラフィック用のフローベースの処理を有効にする 66ページ
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• フィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイの IPv6 セッション情報とフロー

情報を表示する 67ページ

• IPv6 NAT 71ページ

• IPv6 ALG 88ページ

IP バージョン 6（IPv6）について

このトピックでは、その使用法と利点など IP バージョン 6（IPv6）の概要を示します。

インターネットの継続的な拡大およびそれに対応するために IP アドレスを提供する必要性の

ために新しい IP プロトコルの使用が拡大しています。新規ユーザー、コンピュータ ネット

ワーク、インターネット対応デバイス、連携と通信のための新しい用途や改善された用途が増

えるのをサポートするためです。強固なアーキテクチャを持つ IPv6 は、これらの現在の要件

および予想される近い将来の要件を満たすために設計されました。

今日、IP バージョン 4（IPv4）は、インターネット、イントラネット、およびプライベート

ネットワークに世界中で広く使用されています。IPv6 は、以下のように IPv4 の機能および構

造に基礎を置いています。

• より効率的なルーティングを可能にするために、簡単かつ拡張されたパケット ヘッダーを提

供します。

• 携帯電話などのモバイル コンピューティング デバイスのサポートを向上させます。

• IPsec によって向上した必須のデータ セキュリティを実行します（IPsec は元々そのために

設計されました）。

• より広範囲のサービス品質（QoS）サポートを提供します。

関連項目 48ページのIPv6 アドレス空間、アドレス指定、およびアドレス タイプについて•

• 50ページのIPv6 アドレス形式について

• 52ページのIPv6 の基本パケット ヘッダーについて

• 54ページのIPv6 パケット ヘッダー拡張について

IPv6 アドレス空間、アドレス指定、およびアドレス タイプについて

このトピックでは、IP バージョン 6（IPv6）アドレス指定について説明し、その 3 つのタイ

プのアドレスを確認します。

アドレス指定は、IP バージョン 4（IPv4）と IPv6 の間の違いのほとんどが存在する領域で

す。しかし、変更は主にアドレスが実装され使用される方法に関係しています。IPv6 には、今

にも枯渇しそうな IPv4 アドレス空間よりはるかに大きなアドレス空間があります。IPv6 は、

IPv4 アドレスを構成する 32 ビットから 128 ビットへと IP アドレスのサイズを拡大してい

ます。アドレスに追加された 1 ビットごとに、アドレス空間のサイズは 2 倍になります。

IPv4 は、ネットワーク アドレス変換（NAT）などのテクニックを使用して拡張されてきまし

た。これによって、1 つのパブリック アドレスと仮アドレス割り当てによって、プライベート

アドレスの範囲を表現できます。これらのテクニックは役立ちますが、新興のワイヤレス技術、

常時接続環境、インターネットベースの家電品など、新しい用途や環境の要件を満たしません。
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アドレス空間の拡大の他に、IPv6 アドレスは、以下の点で IPv4 アドレスと異なります。

• アドレスが関係する用途のタイプを識別する範囲フィールドを含みます。

• ブロードキャスト アドレスをサポートしませんが、その代わりにパケットをブロードキャス

トするためにマルチキャスト アドレスを使用します。

• エニーキャストと呼ばれる新しいタイプのアドレスを定義します。

関連項目 50ページのIPv6 アドレス形式について•

• 49ページのIPv6 アドレス タイプ、および SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J

シリーズ デバイス用の Junos OS がそれらを使用する方法について

• 52ページのIPv6 の基本パケット ヘッダーについて

• 54ページのIPv6 パケット ヘッダー拡張について

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 アドレス タイプ、および SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリーズ デバ
イス用の Junos OS がそれらを使用する方法について

このトピックでは、SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用の Junos OS がサポートする

IP バージョン 6（IPv6）アドレスのタイプおよびそれらがどう使用されるかについて説明しま

す。

IP バージョン 6（IPv6）には以下のタイプのアドレスがあります。

• ユニキャスト

ユニキャスト アドレスは、パケットが届けられる 1 つのインターフェースの ID を指定し

ます。IPv6 では、インターネット トラフィックの大部分はユニキャストであると予測され

ます。また、このため、IPv6 アドレス空間の最大の割り当てブロックがユニキャスト アド

レス指定に当てられています。ユニキャスト アドレスには、ループバック、マルチキャス

ト、リンク ローカル ユニキャスト、無指定以外の全アドレスが含まれます。

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスでは、フロー モジュールが、以下の種類の IPv6

ユニキャスト パケットをサポートします。

• 仮想ルーターとやりとりするトラフィックを含む、パススルー ユニキャスト トラフィッ

ク。デバイスは、ルーティング テーブルに従ってパススルー トラフィックを送信します。

• SRX シリーズおよび J シリーズ インターフェースに直接接続されたデバイスとやりとり

するホスト インバウンド トラフィック。たとえば、ホスト インバウンド トラフィック

には、ロギング、ルーティング プロトコル、管理タイプのトラフィックが含まれます。フ

ロー モジュールは、ルーティング エンジンにこれらのユニキャスト パケットを送信し、

ルーティング エンジンからそれらを受信します。トラフィックは、フロー モジュールで

はなくルーティング エンジンによって、ルーティング エンジンに定義されたルーティン

グ プロトコルに基づいて処理されます。

フロー モジュールは、ルーティング エンジン上で動作するルーティング プロトコルおよ

び管理プロトコルをすべてサポートします。OSPFv3、RIPng、TELNET、および SSH がその

例です。
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• マルチキャスト

マルチキャスト アドレスは、通常は異なるノードに属するインターフェースの集合に ID を

指定します。0xFF の値によって識別されます。IPv6 マルチキャスト アドレスは、アドレス

の上位オクテットの値によって、ユニキャスト アドレスと区別されます。

デバイスは、ホスト インバウンドおよびホスト アウトバウンド マルチキャスト トラフィッ

クのみをサポートします。ホスト インバウンド トラフィックには、ロギング、ルーティン

グ プロトコル、管理トラフィックなどが含まれます。

• エニーキャスト

エニーキャスト アドレスは、通常は異なるノードに属するインターフェースの集合に ID を

指定します。エニーキャスト アドレスを持つパケットは、ルーティング プロトコルのルー

ルに従って、最も近いノードに届けられます。

サブネット ルーター アドレスを除いて、エニーキャスト アドレスとユニキャスト アドレ

スの間に違いはありません。エニーキャスト サブネット ルーター アドレスでは、通常 64

ビット以上の下位ビットが 0 です。エニーキャスト アドレスは、ユニキャスト アドレス空

間から取得されます。

フロー モジュールは、ユニキャスト パケットを扱うのと同じようにエニーキャスト パケッ

トを扱います。エニーキャスト パケットは、デバイス向けの場合、ホスト インバウンド ト

ラフィックとして扱われます。パケットはプロトコル スタックに送付され、そこで処理が続

けられます。

関連項目 50ページのIPv6 アドレス形式について•

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

• 52ページのIPv6 の基本パケット ヘッダーについて

• 54ページのIPv6 パケット ヘッダー拡張について

IPv6 アドレス形式について

このトピックでは、圧縮する方法など、IP バージョン 6（IPv6）アドレスの形式について説明

し、例を挙げます。

IPv6 アドレスはすべて長さが 128 ビットであり、16 ビットずつ 8 つのセクションとして表

記されます。16 進法で表現され、したがって、セクションは 0 から FFFF の範囲になります。

各セクションはコロンで区切られ、各セクションの先行ゼロは省略できます。2 つ以上の連続

するセクションがすべてゼロの場合、それらは 2 つのコロンに圧縮できます。

• IPv6 アドレスの形式は以下のとおりです。各 xxxx は 16 ビットの十六進値であり、各 x

は 4 ビットの十六進値です。

xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx:xxxx

• 以下は IPv6 アドレスの例です。

3FFE:0000:0000:0001:0200:F8FF:FE75:50DF

• 先行ゼロのフィールドが連続する IPv6 アドレスでは、各セクションからゼロを省略できま

す。このアプローチを採用すれば、以下のように例のアドレスを書くことができます。
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3FFE:0:0:1:200:F8FF:FE75:50DF

• 隣接するセクションがゼロを含む IPv6 アドレスでは、ゼロの 16 ビットのグループを 2 つ

のコロン（::）に圧縮できます。ただし、以下の例で示すように、1 つの IPv6 アドレスで

二重コロンの区切り文字を使用できるのは一度のみです。

3FFE::1:200:F8FF:FE75:50DF

関連項目 48ページのIPv6 アドレス空間、アドレス指定、およびアドレス型について•

• 49ページのIPv6 アドレス型、および SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリー

ズ デバイス用の Junos OS がそれらを使用する方法について

• 52ページのIPv6 の基本パケット ヘッダーについて

• 54ページのIPv6 パケット ヘッダー拡張について

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 パケット ヘッダーおよび SRX シリーズと J シリーズ デバイスの概要

このトピックでは、IP バージョン 6（IPv6）パケット ヘッダーおよびその拡張とオプション

について説明します。

すべての IPv6 パケットには、長さが 40 バイト（320 ビット）の基本パケット ヘッダーが少

なくとも存在します。オプションで拡張ヘッダーを持つ場合があります。

IPv6 パケットでは、フロー処理は、以下の方法で拡張ヘッダーおよびトランスポート層ヘッ

ダーを解析します。

• ソフトウェアは、TCP、UDP、ESP、AH または ICMPv6 ヘッダーに遭遇すると、ヘッダーを解

析し、パケット ペイロードが指定されたプロトコル タイプに対応すると仮定します。

• ソフトウェアは、ホップバイホップ ヘッダー、ルーティングおよび宛先ヘッダー、またはフ

ラグメント ヘッダーに遭遇すると、次の拡張ヘッダーを解析し続けます。

• ソフトウェアは、次ヘッダーなし拡張ヘッダーに遭遇すると、パケットが未知のプロトコル

（プロトコルが 0 に等しい）のパケットであることを検出します。

• 他の拡張ヘッダーでは、ソフトウェアはヘッダーを解析し、パケットは拡張ヘッダーによっ

て示されたプロトコルに属するものと識別します。

関連項目 48ページのIPv6 アドレス空間、アドレス指定、およびアドレス型について•

• 50ページのIPv6 アドレス形式について

• 52ページのIPv6 の基本パケット ヘッダーについて

• 54ページのIPv6 パケット ヘッダー拡張について

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について
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IPv6 の基本パケット ヘッダーについて

このトピックでは、IP バージョン 6（IPv6）の基本パケット ヘッダー フィールドをそのビッ

ト長および使用法と共に説明します。

目的ビット長ヘッダー名

IP バージョン 6 が使用されていることを示します。IPv6 バージョン

のフィールドには IPv6 が使用されることを示す 6 の値が含まれ、IP

バージョン 4 では 4 が含まれます。

4バージョン

ソース ノードまたはルーターは、IPv6 パケットの異なったクラス（ま

たはサービス品質の優先度）を識別できます。（このフィールドは

IPv4 の「サービス タイプ」フィールドに代わるものです。）

8トラフィック クラス

パケットが所属するフローを示します。フローの中のパケットは共通

の目的を共有するか、または共通のカテゴリに属しています。ルーター

や宛先ホストなどの外部デバイスにそのように解釈されます。

注: IPv6 のフローベースのパケットでは、SRX シリーズ サービス

ゲートウェイデバイスおよび J シリーズ デバイス用の Junos OS は、

フロー ラベル フィールドを使用しません。

20フロー ラベル

オクタット単位で、IPv6 パケット ペイロードまたは内容の長さを指

定します。

16ペイロード長
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目的ビット長ヘッダー名

IPv6 ヘッダーの直後にあるヘッダーのインターネット プロトコルの

タイプを示します。「次ヘッダー」フィールドは、IPv4 の「プロトコ

ル」フィールドに代わるものです。このフィールドはオプションです。

このプロトコルは、2 つのタイプのいずれかになります。

• IPv6 拡張ヘッダー。たとえば、デバイスが交換パケットに IP セ

キュリティを実行する場合、「次ヘッダー」値はおそらく 50（ESP

拡張ヘッダー）または 51（AH 拡張ヘッダー）になります。拡張ヘッ

ダーはオプションです。

• 上位レイヤのプロトコル データ ユニット（PDU）。たとえば、「次

ヘッダー」値が 6（TCP）、17（UDP）、または 58（ICMPv6）になり

ます。

フロー モジュールは、パケット フローのコンテキスト内でこれらの

ヘッダーを連続して処理します。

以下の拡張ヘッダーの 1 つに遭遇すると、ソフトウェアはそれを解析

し、パケットを対応するプロトコル パケットと見なします。

• インターネット制御メッセージ プロトコル バージョン 6（ICMPv6）

• トランスポート コントロール プロトコル（TCP）

注: デバイスは、サニティ チェックの一部として TCP ヘッダー長を

チェックします。

• UDP

注: デバイスは、サニティ チェックの一部として UDP ヘッダー長を

チェックします。

• エンハンスト セキュリティ プロトコル（ESP）または認証ヘッダー

（AH）

8次ヘッダー

ホスト デバイスからの送信後、パケットが移動できるホップの最大数

を指定します。「ホップ制限」値がゼロの場合、デバイスはそのパケッ

トをドロップし、エラーメッセージを生成します。（このフィールド

は、Time to Live IPv4 フィールドに似ています。）

8ホップ制限

IPv6 パケットを生成したホスト デバイスまたはノード上のインター

フェースを識別します。

128ソース IP アドレス

IPv6 パケットの送信先のホスト デバイスまたはノード上のインター

フェースを識別します。

注: 宛先アドレスは 2 度現れる場合があります。最初はソース IP ア

ドレスに続くホップ制限の後に、2 回目は最後の拡張ヘッダーの後に

現れます。

128宛先 IP アドレス

関連項目 54ページのIPv6 パケット ヘッダー拡張について•

• 48ページのIPv6 アドレス空間、アドレス指定、およびアドレス型について

• 50ページのIPv6 アドレス形式について

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について
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IPv6 パケット ヘッダー拡張について

このトピックでは、IP バージョン 6（IPv6）のパケット ヘッダー拡張を定義します。

IPv6 拡張ヘッダーには、IPv6 パケットの転送または処理の方法を決めるため、ネットワーク

デバイス（ルーター、スイッチ、端点ホストなど）が使用する補足情報が含まれています。各

拡張ヘッダーの長さは、8 オクテットの整数倍です。これにより、後続の拡張ヘッダーは 8 オ

クテット構造を使用できます。

拡張ヘッダーに続くヘッダーは、拡張ヘッダー タイプを示す「次ヘッダー」値を含んでいま

す。拡張ヘッダーは必ず、54ページの表8 に示すように基本 IPv6 ヘッダーに続きます。

注: 宛先 IP アドレスは 2 度現れる場合があります。最初はホップバイホップ ヘッ

ダーの後に、2 回目は最後の拡張ヘッダーの後に現れます。

表8: IPv6 拡張ヘッダー

目的ヘッダー名

宛先ホストへの経路上にある各ホップでの配信パラメータを指定します。

注: ホップバイホップ オプションは、IPv6 基本ヘッダーの後にのみ現れます。使用する場合には、

最初の拡張ヘッダーでなければなりません。別の拡張ヘッダーの後に来ることはできません。

ホップバイホップ オプション

中間宛先デバイスまたは最終宛先ホストのパケット配信パラメータを指定します。パケットがこの

ヘッダーを使用するとき、前のヘッダーの「次ヘッダー」値は 60 でなければなりません。

宛先オプション

パケットの厳密なソース ルーティングおよび緩やかなソース ルーティングを定義します。（厳密な

ソース ルーティングでは、各中間宛先デバイスは 1 ホップの距離になければなりません。緩やかな

ソース ルーティングでは、中間宛先デバイスは 1 ホップ以上離れていてもかまいません。）パケッ

トがこのヘッダーを使用するとき、前のヘッダーの「次ヘッダー」値は 43 でなければなりません。

ルーティング

IPv6 の断片化および再アセンブリ サービスを実行する方法を指定します。パケットがこのヘッダー

を使用するとき、前のヘッダーの「次ヘッダー」値は 44 でなければなりません。

ソース ノードは、フラグメント拡張ヘッダーを使用して、宛先ノードがパケットを再アセンブルで

きるよう、断片化されたパケットのサイズを宛先ノードに伝えます。

フラグメント

認証、データの保全性、および再生保護を提供します。パケットがこのヘッダーを使用するとき、前

のヘッダーの「次ヘッダー」値は 51 でなければなりません。

認証

カプセル化セキュリティ ペイロード（ESP）パケットにデータ機密性、データ認証、および再生保護

を提供します。パケットがこのヘッダーを使用するとき、前のヘッダーの「次ヘッダー」値は 50 で

なければなりません。

セキュリティ ペイロードのカプ

セル化

IPv6 パケットの送信先のホスト デバイスまたはノード上のインターフェースを識別します。

注: 宛先アドレスは 2 度現れる場合があります。最初はソース IP アドレスに続くホップ制限の後

に、2 回目は最後の拡張ヘッダーの後に現れます。

宛先 IP アドレス

関連項目 52ページのIPv6 の基本パケット ヘッダーについて•
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• 48ページのIPv6 アドレス空間、アドレス指定、およびアドレス型について

• 50ページのIPv6 アドレス形式について

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用のフロー モジュールによって実行される IPv6 パ
ケット ヘッダー検証について

このトピックでは、SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスのフロー モジュールが実行する

IP バージョン 6（IPv6）パケット ヘッダー検証の一部の概要を提供します。

IPv6 パケットの完全性を確保するため、フロー モジュールは以下のサニティ チェックを実行

します。

すべての IPv6 パケットについては、ヘッダーの以下の部分をチェックします。

• TCP 長

• UDP 長

• ホップバイホップ拡張が、基本 IPv6 ヘッダーの後にあり、別の拡張ヘッダーの後に来ない

ことを確認

• IP データ長エラー（IP 長 — 拡張ヘッダー合計長がゼロ未満（<0）でない）

これらの検証の他に、ソフトウェアは、適切な IP バージョンが指定され、IP アドレスの長

さが適切であることを確認するなどの標準チェックを実行します。

フロー モジュールが実行するパケット検証またはサニティ チェックのすべてに関する詳細に

ついては、63ページの「SRX5600 および SRX5800 アーキテクチャおよびフロー処理について」

を参照してください。

関連項目 52ページのIPv6 の基本パケット ヘッダーについて•

• 54ページのIPv6 パケット ヘッダー拡張について

• 49ページのIPv6 アドレス型、および SRX シリーズ サービス ゲートウェイおよび J シリー

ズ デバイス用の Junos OS がそれらを使用する方法について

• 50ページのIPv6 アドレス形式について

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 拡張フロー

IPv6 拡張フローは、SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス上のファイアウォール、NAT、

NAT-PT、マルチキャスト（ローカル リンクおよび通過）、IPsec、IDP、JSF フレームワーク、

TCP プロキシーおよびセッション マネージャの IPv6 サポートを追加します。MIB は IPv6 フ

ローでは使用されません。

現在の IPv4 環境への影響を避けるために、IPv6 セキュリティが使用されます。IPv6 セキュ

リティが有効な場合、拡張されたセッションおよびゲートが割り当てられます。既存のアドレ

ス フィールドおよびゲートは、拡張されたセッションまたはゲートのインデックスを保管する
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ために使用されます。IPv6 セキュリティが無効な場合、IPv6 のセキュリティ関連のリソース

は割り当てられません。

既存の IPv4 システムのパフォーマンスへの影響を防ぐために、IPv6 フロー トラフィックに

は新しいログが使用されます。

IPv6 の拡張フローの行動および実装は、ほとんどの場合 IPv4 と同じです。

違いのいくつかを以下で説明します。

• ヘッダー解析 以下の拡張ヘッダーに遭遇した場合、IPv6 拡張フローは、ヘッダーを解析す

ることをやめ、対応するプロトコル パケットとしてパケットを解釈します。

• TCP/UDP

• ESP/AH

• ICMPv6

以下の拡張ヘッダーに遭遇した場合、IPv6 拡張フローはヘッダーの解析を続けます。

• ホップバイホップ

• ルーティングおよび宛先、フラグメント

拡張ヘッダー次ヘッダーなしに遭遇すると、IPv6 拡張フローは、未知のプロトコル パケッ

トとしてパケットを解釈します。

• サニティ チェック IPv6 拡張フローは、以下のサニティ チェックをサポートします。

• TCP 長

• UDP 長

• ホップバイホップ

• IP データ長エラー

• レイヤ 3 サニティ チェック（たとえば IP バージョンおよび IP 長さ）

• ICMPv6 パケット IPv6 拡張フローでは、ICMPv6 パケットは、以下の例外を除き、通常の

IPv6 トラフィックと同じ動作を共有します。

• 組み込まれた ICMPv6 パケット

• 経路 MTU メッセージ

• ホスト インバウンドおよびアウトバウンド トラフィック IPv6 拡張フローは、OSPF v3、

RIPng、Telnet、SSH など、ルーティング エンジン（RE）上で動作するすべてのルート プロ

トコルおよび管理プロトコルをサポートします。フロー ラベルがフローで使用されないこと

に注意してください。

• トンネル トラフィック IPv6 拡張フローは、以下のトンネル トラフィックをサポートしま

す。

• IPv4 IPIP

• IPv4 GRE
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• IPv4 IPsec

• デュアルスタック ライト

• イベントおよびログ 以下のログは、IPv6 関連のフロー トラフィック用です。

• RT_FLOW_IPVX_SESSION_DENY

• RT_FLOW_IPVX_SESSION_CREATE

• RT_FLOW_IPVX_SESSION_CLOSE

IPv6 用のセッション、ゲート、IP アクション、マルチスレッドの処理、分配、ロッキング、

同期、シリアル化、オーダリング、パケット待ち行列、非同期メッセージ、IKE トラフィック

の問題、サニティ チェック、およびキューの実装は、IPv4 実装と同様です。

IPv6 デュアルスタック ライト

IPv6 デュアルスタック ライト（DS-Lite）は、枯渇した IPv4 アドレス プールがある状況に

対して、またはサービス プロバイダー ネットワークが IPv6 のみの配備へ移行するときに、

レガシーの IPv4 デバイスとネットワークとの間の接続を維持するための技術です。

DS-Lite では、IPv6 顧客が IPv6 コンテンツにアクセスすることができる一方で、IPv4 顧客

は、ホーム ネットワークへの混乱を最低限に抑えながら IPv4 インターネット コンテンツに

アクセスし続けることができます。

DS-Lite 配備モデルは、以下のコンポーネントから構成されます。

• DS-Lite ホーム ルーター用のソフトワイヤ イニシエータ（SI）（SI は Junos リリース

10.4 では利用できません）。

• DS-Lite キャリアグレード ネットワーク アドレス変換（NAT）用のソフトワイヤ コンセン

トレータ（SC）

ソフトワイヤはトンネルオーバー IPv6 ネットワークです。SI は SC アドレスを発見し、IPv4

パケットをカプセル化して、ソフトワイヤを横断してそれを送信します。SC は、IPv6 softwire

パケットで IPv4 パケットを受信し、IPv6 ソフトウェア パケットを非カプセル化して、内側

の IPv4 パケットを取り出します。複数の SI は、ソフトワイヤの端点と同じ SC を持つこと

ができます。

DS-Lite キャリアグレード NAT は、1 つのグローバル IPv4 アドレスを通して、IPv4 対 IPv4

アドレスを複数の加入者に変換します。加入者によって使用される重複するアドレス空間は、

トンネル端点の識別によって明確にされます。

SC を設定するには、ソフトワイア名、コンセントレータ アドレス、およびソフトワイア タイ

プを設定する必要があります。

注: IPv6 内 IPv4 カプセル化のみをソフトワイアに使用できます。既存の対称ソー

ス NAT によって重複するアドレスに IPv4 対 IPv4 NAT がサポートされます。

DS-Lite は、加入者によって使用されて重複するアドレスをサポートします。IPv4 アドレスお

よびアプリケーションは、複数のアドレスおよびポートにマッピングできます。コーン NAT 機
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能では、アドレスおよびアプリケーションを同じアドレスおよびポートにマッピングする必要

があります。したがって、DS-Lite はコーン NAT では機能しません。この問題は、ソース NAT

のアドレス マッピングに追加の鍵を使用して解決できます。つまり、IPv4 アドレスおよびア

プリケーションと共に SI IPv6 アドレスを使用して、マッピング アドレスおよびポートを発

見できます。

ホスト インバウンド トラフィックは DS-Lite と使用できません。ルーティング エンジン

（RE）から開始されたトラフィックも、DS-Lite ソフトワイアに入ることができません。IPv6

ネットワーク上で自己トラフィックを運ぶには、トンネル インターフェースで他のトンネルを

使用する必要があります。

トンネル情報を見つけ出すには、DS-Lite によって作成された制御セッションが IPv4 側から

ゲートにヒットしたとき、ゲートの制御セッションを入手し、制御セッションから発信インター

フェースおよびネットワーク サービス プロバイダー（NSP）トンネルを発見する必要がありま

す。

1 つのソフトワイアの最初のパケットのデータ フローは以下のとおりです。

1. Jexec は IPv6 内 IPv4 パケットをフローに渡します。

2. フローは、IPv6 ヘッドと一時 NSP トンネルを照合します。

3. フローは IPv6 トンネル セッションを作成します。

4. フローはパケットを非カプセル化します。

5. フローは、ソフトワイア用の特殊なセッション トークンを使って IPv4 パケット用の IPv4

セッションを作成します。

1 つのソフトワイアの他のパケットのデータ フローは以下のとおりです。

1. Jexec は IPv6 内 IPv4 パケットをフローに渡します。

2. フローは IPv6 ヘッドとトンネル セッションを照合します。

3. フローはパケットを非カプセル化します。

4. フローは、ソフトワイア用の特殊なセッション トークンを使って IPv4 パケット用の IPv4

セッションを照合または作成します。

セッション トークンおよび 5 つのタプルは、セッション照合用の鍵です。ソフトワイア間で

重複する IPv4 ソース アドレス セッションから様々な IPv4 を区別するために、セッション

トークンはソフトワイア ID から作り出す必要があります。一般的なセッション トークンは、

最高位ビットが常に 0 に設定されています。ソフトワイアのセッション トークンは、最高位

ビットが 1 に設定されています。

オーストラリアのプラットフォームでは、DS-Lite をサポートするセッション管理に関して 2

つの例外があります。

最初に、IPv4 ウィングを CP と NP に設置できません。

第二に、IPv4 フラグメントは、CP に送信するのではなく、アンカー サービス処理装置（SPU）

がローカルに再アセンブルする必要があります。
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以下の動作は、現在のトンネル実装に対しては標準的な動作です。

1. 設定に由来する一時的 NSP トンネルが、各 SPU で作成されます。

2. 1 つのソフトワイア向けの最初のパケットが到着すると、CP は、IPv6 内 IPv4 パケットを

扱うために無作為にアンカー SPU を選択します。

3. ソフトワイアのトンネル セッションは、アンカー SPU によって作成され、CP と NP に設

置されます。

4. アンカー SPU はパケットを非カプセル化し、内側のパケット用の IPv4 セッションを作成

します。

5. IPv4 セッション（DS-Lite 用の唯一の発信ウィング）は、CP および退出 NP に設置されま

す。

トンネル セッションをタイムアウトするためのメカニズムは各ソフトワイアに作成されます。

参照カウンタが、セッションをカウントするためにトンネル セッションに追加されます。カウ

ンタが 0 に達すると、30 分のタイマーが開始されます。その間にセッションを作成する新し

いトラフィックがない場合、タイマーは期限切れになり、トンネル セッションは削除されま

す。コンセントレータ設定がリセットされると、それに由来するトンネル セッションがすべて

削除されます。トンネル セッションが削除されると、それを参照するセッションはすべてセッ

ション スキャンによって削除されます。

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが ICMPv6 パケットを扱う方法について

このトピックでは、インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）、ICMP メッセージ、

および SRX シリーズ サービス ゲートウェイ用の Junos OS がどのようにそれらを使用するか

について説明します。

ICMP は、報告パケット処理エラー、診断目的、および実装独自の機能のためのフレームワーク

を提供します。ICMP エラー メッセージによって、あるノードは、データ転送の間に不具合が

生じたことを別のノードに通知できます。IP バージョン 6（IPv6）が定義されたとき、IP バー

ジョン（IPv4）とそれとの間の違いが大きかったので、ICMP の新バージョンが必要になりまし

た。

IPv6 ヘッダーおよび 0 個以上の IPv6 拡張ヘッダーが、すべての ICMPv6 メッセージに先行

します。ICMPv6 ヘッダーは、直前のヘッダーにある「次ヘッダー」値 58 によって識別されま

す。これは、IPv4 用の ICMP を識別するために使用される値とは異なります。ICMPv6 エラー

メッセージはすべて、パケット受信者が埋め込まれた呼び出しパケットを見つけるのを手伝う

ために、32 ビットのタイプ特有のデータを持っています。

ほとんどの ICMPv6 パケットは、通常の IPv6 パケットと性質や動作が同じであり、Junos OS

フロー モジュールは、通常の IPv6 パケットの場合と同じように、最初の経路および高速経路

処理によって、それらを処理します。60ページの表9 は、フロー モジュールが通常の ICMPv6

パケットとは異なって扱う、ICMPv6 埋め込みパケット タイプを示します。

これらのパケットには、フロー モジュールは、一致するセッションを検索するために埋め込み

ICMPv6 パケットから作成するタプルを使用します。一致するセッションを発見するまで、最大

転送単位（MTU）を変更せずにパケットを処理し続けます。ただし、インターフェースに対して

ICMPv6 Packet Too Big メッセージを受信した場合を除きます。この場合は、そのインター

フェースの MTU サイズを変更します。フロー モジュールは、一致するセッションを発見でき
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ない場合、または埋め込みペイロードから有効な IPv6 ヘッダーを取得できない場合、パケッ

トを破棄します。

注: Packet Too Big メッセージは、フロー モジュールにインターフェースを変更

させる、唯一の種類の ICMPv6 パケットです。

表9: Junos OS が他の ICMPv6 パケットとは異なって扱う ICMPv6 パケット

意味メッセージ

送信方法に関する問題のためにパケットを提供できないとき、パケットの

提供が失敗した理由を含む問題の原因を伝えることができるフィードバッ

ク メカニズムを備えていることが役立ちます。IPv6 では、Destination

Unreachable メッセージが、この目的を果たします。

各メッセージには、パケット提供の失敗の原因となった問題の性質を示す

コードが含まれます。また、ソース デバイスが問題を解決するのに役立

つ、提供できなかったパケットの全部または一部も含まれます。

フロー モジュールは、組み込まれたパケット ヘッダー データーがセッ

ションの 5 タプル データと一致する Destination Unreachable ICMP パ

ケットに遭遇すると、ソフトウェアがセッションを終了します。

01-Destination Unreachable（宛先不明）

フロー モジュールが、自分向けの ICMPv6 Packet Too Big メッセージを

受信すると、フロー モジュールは、ルーティング エンジン上の ICMP プ

ロトコル スタックにパケットを送信し、経路最大転送単位（経路 MTU）

発見プロセスを実施します。

Packet Too Big メッセージが、デバイスに関係せず、通過パケットであ

る場合、デバイスは、セッションと埋め込み 5 タプル データを照合しよ

うと試みます。

• 一致するセッションが存在する場合、デバイスはソース ノードにそれ

を届けます。

• 一致するセッションが存在しない場合、デバイスはパケットを破棄し

ます。

注: Packet Too Big メッセージは、フロー モジュールにインターフェー

スを変更させる、唯一の種類の ICMPv6 パケットです。

02-Packet Too Big（パケットが大きすぎる）

フロー モジュールは、基本ヘッダーのホップバイホップ フィールドで指

定されたホップ カウントを超過したので提供できないパケットを受信す

ると、パケットがこの理由で廃棄されたことをパケットのソース ノード

に通知するこのメッセージを送信します。

03-Time Exceeded（時間超過）

デバイスが、パケットを処理できなくする IPv6 ヘッダーまたは拡張ヘッ

ダーのフィールドに関する問題を発見すると、ソフトウェアは、それを廃

棄して、その問題のタイプおよび場所を示すこの ICMPv6 メッセージをパ

ケットのソース ノードに送信します。

04-Parameter Problem（パラメータの問題）

関連項目 61ページのIPv6 パケットの経路 MTU メッセージについて•

• 62ページのSRX シリーズおよび J シリーズのデバイスが IPv6 のパケット断片化を扱う方法

について
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• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 パケットの経路 MTU メッセージについて

このトピックでは、経路最大転送単位（MTU）について説明し、SRX シリーズおよび J シリー

ズ デバイスのフロー モジュールが経路 MTU メッセージを処理し使用する方法を説明します。

すべてのリンクには、リンクが送信できる最大パケット サイズを指定する MTU サイズがあり

ます。MTU サイズが大きいほど、一定のデータ量を送信するために必要なパケット数が少なく

なります。最高のデータ伝送パフォーマンスを達成するには、あるノード（ソース）から別の

ノード（宛先）へ送信される IPv6 データ パケットは、ノード間の経路を横断できる最大サイ

ズでなければなりません。（パケットのサイズが大きく数が少ないほど、伝送品質に影響を与

えるパケット ヘッダー処理やルーティング処理のコストを抑制できます。）

ただし、パケットが、ソース ノードから宛先ノードまでのパスを無事通過するには、ソース

ノード インターフェースの MTU サイズは、ソースと宛先との間の経路上にある全ノードの最

小 MTU サイズ以下でなければなりません。この値は、経路最大転送単位（経路 MTU）と呼ばれ

ます。パケットがリンクの MTU サイズより大きい場合、リンクはパケットを破棄します。IPv6

では、中間ノードはパケットを細分化できません。

IPv6 では、ソース ノードがパケットが横断する可能性のある経路の経路 MTU を学習するため

に使用できる、経路 MTU 発見と呼ばれる標準メカニズムを定義しています。その経路上に送信

されたパケットのいずれかが、大きすぎて経路に沿ったノードが転送できない場合、そのノー

ドはパケットを廃棄し、ICMPv6 Packet Too Big メッセージを返します。その後、ソース ノー

ドは、パケットを破棄し ICMPv6 メッセージを送信したノードの MTU サイズより小さくなるよ

うに MTU サイズを調整し、パケットを再送信できます。パケットが経路に沿った全ノードを無

事横断するまで、ソースノードは Packet Too Big メッセージを繰り返し受信する可能性があ

ります。

経路 MTU サイズが決められ、適切な MTU サイズが設定された後、発信パケットは、リンク MTU

サイズが前に決められた経路 MTU サイズより小さいノードを持つ異なる経路に沿ってルーティ

ングされる場合があります。この場合、フロー モジュールは、再び経路 MTU 発見プロセスを

行います。

フロー モジュールは、それに属する宛先アドレスと共に ICMP Packet Too Big メッセージを

受信すると：

• パケットの埋め込み 5 タプル データがトンネル インターフェース向けであるかどうかを判

断します。（つまり、埋め込み 5 タプル データがトンネル セッションと一致するかどうか

を判断します。）マッチがある場合、フロー モジュールはトンネル インターフェースの MTU

サイズを更新します。次に、最初のパケットに続く暗号化されたパケットの断片化後処理を

実行します。その後、フロー モジュールは、処理を続けるためにルーティング エンジン

（RE）上の ICMPv6 スタックにパケットを届けます。

• パケットが通過パケットである場合、フロー モジュールは、パケットの埋め込み 5 タプル

データと一致するセッションを検索します。一致するセッションを発見すると、パケットを

そこに届けます。一致するセッションがない場合、パケットを破棄します。

フロー モジュールは、パケットを受信すると、退出インターフェースに送信する前に退出イン

ターフェースの MTU サイズがパケット長より大きいかどうかを判断します。
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• MTU サイズがパケット長より大きい場合、パケットの処理を続けます。

• MTU サイズがパケット長より小さい場合、パケットを破棄し、ICMPv6 Packet Too Big メッ

セージをソース ノードに送信します。

注: シャーシ クラスタが設定され、経路 MTU が、トンネル インターフェースの

MTU を更新すると、フロー モジュールは、新しい MTU をピア ノードに同期しませ

ん。MTU サイズは、ピア ノード上のより大きなパケットによって再び更新されるか

もしれませんが、これはパケット送信に影響を及ぼしません。

関連項目 59ページのSRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが ICMPv6 パケットを扱う方法につい

て

•

• 52ページのIPv6 の基本パケット ヘッダーについて

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

SRX シリーズおよび J シリーズのデバイスが IPv6 のパケット断片化を扱う方法について

このトピックでは、IP バージョン 6（IPv6）のパケット断片化について説明します。

IPv4 インターネット制御メッセージ プロトコル（IPv4 ICMP）の場合、ソース ノードと宛先

ノードとの間の経路内のノードは、その MTU サイズより大きいパケットを受信すると、パケッ

トを断片化して、できた小さなパケットを送信できます。IPv6 では、ソース ノード（パケッ

トを送信したノード）のみがパケットを断片化できます。また、これは経路 MTU サイズ調節要

件に適応するために行われます。パケットの経路に沿ったノードは、パケットを送信するため

に断片化することはできません。

関連項目 59ページのSRX シリーズおよび J シリーズ デバイスが ICMPv6 パケットを扱う方法につい

て

•

• 61ページのIPv6 パケットの経路 MTU メッセージについて

• 54ページのIPv6 パケット ヘッダー拡張について

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 フローのセッションについて

このトピックでは、フローベースのセッションの概要を示します。

ほとんどのパケット処理は、ポリシー、ゾーンおよびほとんどのスクリーンの管理を含む、フ

ローのコンテキストで行われます。セッションは、次の目的のためにフローの最初のパケット

に対して作成されます。

• フローのパケットに適用される、ほとんどのセキュリティ対策を保管するため。

• フローの状態に関する情報をキャッシュするため。たとえば、フローのログおよびカウント

の情報は、そのセッションでキャッシュされます。（また、ステートフル ファイアウォール
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スクリーンの一部は、個々のセッションまたは全セッションに関係するしきい値に依存しま

す。）

• フローの機能に必要なリソースを割り当てるため。

• アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）など、機能のフレームワークを提供するため。

関連項目 63ページのSRX5600 と SRX5800 のアーキテクチャおよびフロー処理について•

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

SRX5600 と SRX5800 のアーキテクチャおよびフロー処理について

このトピックでは、SRX5600 および SRX5800 デバイスのアーキテクチャを紹介し、それを IP

バージョン 6（IPv6）フロー処理について説明するためにモデルとして使用します。フロー処

理は、他の SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスと同様です。

ハイエンド SRX シリーズ サービス ゲートウェイ デバイスは、デバイスを横断するパケット

を処理する処理装置をそれぞれ含む I/O カード（IOC）およびサービス処理カード（SPC）を備

えています。これらの処理装置には異なる責任があります。

• ネットワーク処理装置（NPU）は IOC で動作します。IOC には 1 つ以上の NPU があります。

NPU は、パケットを個別に処理し、基本的なフロー管理機能を実行します。

IPv6 パケットが IOC に到着すると、パケット フロー プロセスが始まります。NPU は以下

の動作を行います。

• パケットに以下の IPv6 サニティ チェックを実行します。

• IPv6 の基本ヘッダーには、以下のヘッダー チェックを実行します。

• バージョン・ヘッダーがバージョンに IPv6 を指定していることを確認します。

• ペイロード長。ペイロード長をチェックし、IPv6 パケットとレイヤ 2（L2）ヘッダー

を合わせた長さが L2 フレーム長より大きいことを確認します。

• ホップ制限。ホップ制限が 0（ゼロ）に指定されていないことを確認します。

• アドレス検査。ソース IP アドレスが ::0 または FF::00 を指定しておらず、宛先

IP アドレスが ::0 または ::1 を指定していないことを確認します。

• 以下を含む IPv6 拡張ヘッダー チェックを実行します。

• ホップバイホップ オプション。これが IPV6 基本ヘッダーに続く最初の拡張ヘッダー

であることを確認します。

• ルーティング拡張。ルーティング拡張ヘッダーが 1 つしかないことを確認します。

• 宛先オプション。最高 2 つの宛先オプション拡張ヘッダーが含まれることを確認しま

す。

• フラグメント。フラグメント ヘッダーが 1 つしかないことを確認します。
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注: 他の拡張ヘッダーはレイヤ 4（L4）ヘッダーとして扱います。

• 以下を含む、L4 TCP、UDP、ICMP6 プロトコル チェックを実行します。

• UDP。最初のフラグメント パケット以外の UDP パケットの長さが少なくとも 8 バイ

トであることを確認します。

• TCP。最初のフラグメント パケット以外の ICMPv6 パケットの長さが少なくとも 20

バイトであることを確認します。

• ICMPv6。最初のフラグメント パケット以外の ICMPv6 パケットの長さが少なくとも

8 バイトであることを確認します。

• パケットが TCP または UDP プロトコルを指定している場合、以下の情報を使用して、パ

ケット ヘッダー データからタプルを作成します。

• ソース IP アドレス

• 宛先 IP アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• 仮想ルーター ID（VRID）。デバイスは、VRID テーブルからの VRID を調べます。

• インターネット制御メッセージ プロトコル バージョン 6（ICMPv6）パケットでは、タプ

ルには、ソース ポートと宛先ポートのフィールドを除いて、TCP および UDP 検索キーに

使用されるのと同じ情報が含まれます。ソース ポートと宛先ポートのフィールドは ICMPv6

パケットから抽出された以下の情報と置換されます。

• ICMP エラー パケットでは:パターン "0x00010001"

• ICMP 情報パケットでは:タイプまたはコード フィールド ID

• 認証ヘッダー（AH）またはカプセル化セキュリティ ペイロード（ESP）ヘッダーを持つパ

ケットでは、検索キーは、ソース フィールドと宛先フィールドを除いて、TCP および UDP

タプルに使用するものと同じです。この場合、セキュリティ パラメータ インデックス

（SPI）フィールド値が、ソース ポートと宛先ポートの代わりに使用されます。

• パケットのフローにセッションが存在する場合、NPU は、セッションを管理する SPU にパ

ケットを送信します。

• 一致するセッションが存在しない場合

• NPU は中心点（CP）にパケット情報を送信し、中心点が保留セッションを作成します。

• CP は、パケットを処理しパケットに対してセッションを作成するために SPU を選択し

ます。

• その後、SPU は、パケット フローのセッションを作成するよう命じるセッション生成

メッセージを、CP および進入 NPU と退出 NPU に送信します。
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• 中心点は、専用 SPU 上で動作できます。SPU が 1 つしかない場合は、そのリソースを共有

できます。CP は、リソースのアービトレーションおよび割り当てを担当し、インテリジェン

トな方法でセッションを分配します。CP は、SPU がフローの最初のパケットを処理するとき

に、セッションに使用される SPU を割り当てます。

• Juniper Networks SRX5000 ラインのデバイスには少なくとも 2 つの SPU があります。

SRX5000 ラインのデバイスに SPU が 2 つしかない場合、1 つがコンボ モードで動作し

CP と SPU の両方として機能します。

• SRX3000 ラインのデバイスでは、CP と SPU は、常にコンボ モードで動作します。

• サービス処理カード（SPC）上で動作する 1 つ以上の SPU。パケットのフローベース サービ

スはすべて、パケット フローに対して確立されたセッションのコンテキスト内にて 1 つの

SPU で実行されます。

SRX5000 ラインのデバイス用 SPC には 2 つの SPU があります。SRX3000 ラインのデバイス

用 SPC には 1 つの SPU があります。

複数の SPC をシャーシに設置できます。

主として、SPU は以下の作業を実行します。

• セッションを管理し、セキュリティ機能などのサービスをパケットに適用します。

• パケットベースのステートレス ファイアウォール フィルタ、クラシファイヤ、およびト

ラフィック シェーパを適用します。

• パケットにセッションがまだ存在しない場合、パケットのセッションを検索した NPU に、

パケットのセッションを追加するよう指示する依頼メッセージを送信します。

システムのこれらの個別の協調部分は、セッションがパケットの流れに存在するかどうか確認

する情報、および既存のセッションに属するかどうかを決定するためパケットと照合する情報

を保管しています。

関連項目 62ページのIPv6 フローのセッションについて•

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

IPv6 の制限

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスでは、IPv6 を定義するときに、以下の制限に注意し

てください。

• NSM — NSM との IPv6 関連の設定はサポートされません。これらの設定を行うには CLI を使

用する必要があります。

• セキュリティ ポリシー — IPv6 セッションの IDP および UTM はサポートされません。現在

のセキュリティ ポリシーが、IP アドレス ワイルドカード any を持つルールを使用し、IDP

機能と UTM 機能が有効な場合、IDP 機能と UTM 機能はまだ IPv6 アドレスをサポートしな

いので、設定コミット エラーが発生します。エラーを解決するには、any-ipv4 ワイルドカー

ドを使用するようにエラーを返すルールを変更し、IDP 機能または UTM 機能を含まない IPv6

トラフィック用の別のルールを作成します。
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IPv6 トラフィック用のフローベースの処理を有効にする

デフォルトでは、SRX シリーズまたは J シリーズのデバイスは IPv6 トラフィックを破棄しま

す。ゾーン、スクリーン、ファイアウォール ポリシーなどのセキュリティ機能による処理を有

効にするには、IPv6 トラフィック用のフローベースの転送を有効にしなければなりません。

IPv6 トラフィック用のフローベースの転送を有効にするには、[edit security forwarding-options

family inet6] 階層レベルの mode ステートメントを変更します。

security {

forwarding-options {

family {

inet6 {

mode flow-based;

}

}

}

}

以下の例は、IPv6 トラフィック用の転送を設定するために使用する CLI コマンドを示します。

1. set コマンドを使用して、IPv6 の転送オプション モードをフローベースに変更します。

[edit]

user@host# set security forwarding-options family inet6 mode flow-based

2. show コマンドを使用して設定を確認します。

[edit]

user@host# show security forwarding-options

family {

inet6 {

mode flow-based;

}

}

3. コミットする前に設定への変更をチェックします。

[edit]

user@host# commit check

warning: You have enabled/disabled inet6 flow.

You must reboot the system for your change to take effect.

If you have deployed a cluster, be sure to reboot all nodes.

configuration check succeeds

4. 設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

warning: You have enabled/disabled inet6 flow.

You must reboot the system for your change to take effect.

If you have deployed a cluster, be sure to reboot all nodes.

commit complete

5. 適切なタイミングでデバイスを再起動します。
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67ページの表10 は、転送オプションの設定変更時のデバイス状態を要約しています。

表10: 設定変更時のデバイス状態

再起動前の新規トラフィッ

クへの影響

再起動前の既存トラフィッ

クへの影響

再起動の必

要

コミット警

告設定変更

破棄破棄ありあり破棄からフローベースへ

パケットベースパケットベースなしなし破棄からパケットベースへ

フロー セッションの作成なしありありフローベースからパケットベースへ

フロー セッションの作成なしありありフローベースから破棄へ

パケットベースパケットベースありありパケットベースからフローベースへ

破棄破棄なしなしパケットベースから破棄へ

IPv6 トラフィックを処理するには、トラフィックを受信し転送する通過インターフェース用の

IPv6 アドレスを設定する必要もあります。inet6 プロトコル ファミリに関する情報およびイ

ンターフェースに IPv6 アドレスを設定する手順については、セキュリティ デバイス用 Junos

OS インターフェース設定ガイドを参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について

• 67ページのフィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイの IPv6 セッション

情報とフロー情報を表示する

フィルタを使用して、SRX シリーズ サービス ゲートウェイの IPv6 セッション情報とフロー情
報を表示する

目的 show security flow session コマンドを使って、1 つ以上のセッションに関するフローおよび

セッションの情報を表示できます。IPv6 セッションは集約統計に含まれます。

show security flow session コマンドと共に以下のフィルタを使用できます。使用できるフィル

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

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

tunnel です。

注: session-identifier フィルタを除いて、他のすべてのフィルタの出力は簡潔、

要約、詳細の各モードで表示できます。簡潔モードがデフォルトのモードです。

session-identifier フィルタの出力は簡潔モードでのみ表示できます。

同じフィルタ オプションを clear security flow session コマンドと使用して、セッションを

終了できます。
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アクション 以下の例では、IPv6 セッションの要約および詳細を表示するために IPv6 関連のフィルタを使

用する方法を説明します。

family に基づいてフィル

タされた要約レポート

root> show security flow session summary family ?

Possible completions:

inet Show IPv4 sessions

inet6 Show IPv6/IPv6-NATPT sessions

root> show security flow session summary family inet6

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

Valid sessions: 71

Pending sessions: 0

Invalidated sessions: 56

Sessions in other states: 0

Total sessions: 127

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Valid sessions: 91

Pending sessions: 0

Invalidated sessions: 53

Sessions in other states: 0

Total sessions: 144

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Valid sessions: 91

Pending sessions: 0

Invalidated sessions: 54

Sessions in other states: 0

Total sessions: 145
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family に基づいてフィル

タされた詳細レポート

root> show security flow session family ?

Possible completions:

inet Show IPv4 sessions

inet6 Show IPv6/IPv6-NATPT sessions

root> show security flow session family inet6

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

Session ID: 170001887, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 4000::100/9 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/9;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Session ID: 200001865, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 4000::100/10 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/10;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Session ID: 210001865, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 4, Valid

In: 4000::100/11 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/11;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

family に基づいてフィル

タされた簡潔レポート

root> show security flow session family inet brief

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

Session ID: 170067516, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 4, Valid

In: 40.0.0.100/23 --> 40.0.0.1/26637;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/26637 --> 40.0.0.100/23;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Session ID: 200066737, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/21 --> 40.0.0.1/26637;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/26637 --> 40.0.0.100/21;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Session ID: 210066726, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/22 --> 40.0.0.1/26637;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/26637 --> 40.0.0.100/22;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

IPv6 source-prefix に基

づいてフィルタされた詳

細レポート

root> show security flow session source-prefix 4000::100

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

Session ID: 170001907, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 4000::100/69 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/69;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Session ID: 200001885, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 4000::100/70 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104
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Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/70;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Session ID: 210001885, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 4, Valid

In: 4000::100/71 --> 4000::200/27490;icmp6, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 104

Out: 4000::200/27490 --> 4000::100/71;icmp6, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 104

Total sessions: 1

family、protocol、

source-prefix に基づい

root> show security flow session family inet protocol icmp source-prefix 40/8

Flow Sessions on FPC4 PIC1:

てフィルタされた詳細レ

ポート
Session ID: 170029413, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/50 --> 40.0.0.1/1369;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/1369 --> 40.0.0.100/50;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC0:

Session ID: 200029073, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/51 --> 40.0.0.1/1369;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/1369 --> 40.0.0.100/51;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

Flow Sessions on FPC5 PIC1:

Session ID: 210029083, Policy name: self-traffic-policy/1, Timeout: 2, Valid

In: 40.0.0.100/52 --> 40.0.0.1/1369;icmp, If: ge-0/0/2.0, Pkts: 1, Bytes: 84

Out: 40.0.0.1/1369 --> 40.0.0.100/52;icmp, If: .local..0, Pkts: 1, Bytes: 84

Total sessions: 1

IPv6 セッションを含む全

セッションをクリアする

root> clear security flow session all

This command may terminate the current session too.

Continue? [yes,no] (no) yes

0 active sessions cleared

1 active sessions cleared

1 active sessions cleared

1 active sessions cleared

IPv6 セッションのみをク

リアする

root> clear security flow session family ?

Possible completions:

inet Clear IPv4 sessions

inet6 Clear IPv6/IPv6-NATPT sessions

root> clear security flow session family inet6

0 active sessions cleared

1 active sessions cleared

1 active sessions cleared

1 active sessions cleared
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 66ページのIPv6 トラフィック用のフローベース処理を有効にする

• 12ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション情報を取得する方法について

• 13ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションの要約を表示する

• 14ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションに関するセッション情報とフ

ロー情報を表示する

• 15ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイの特定のセッションに関するセッション情

報とフロー情報を表示する

• 16ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報

• 19ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッションをクリアする

IPv6 NAT

• IPv6 NAT の概要 71ページ

• IPv6 NAT PT の概要 73ページ

• IPv6 NAT-PT 通信の概要 74ページ

• 例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv4 が開始した

接続を IPv6 ノードに設定する 75ページ

• 例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を IPv6 ノード

に設定する 78ページ

• 例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6 が開始した

接続を IPv4 ノードに設定する 82ページ

• 例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を IPv4 ノード

に設定する 85ページ

IPv6 NAT の概要

IPv6 には、今にも枯渇しそうな IPv4 アドレス空間よりはるかに大きなアドレス空間がありま

す。IPv4 は、ネットワーク アドレス変換（NAT）などのテクニックを使用して拡張されまし

た。これによって、1 つのパブリック アドレスと仮アドレス割り当てによって、プライベート

アドレスの範囲を表現できます。レガシー IPv4 ホストがインターネットへの接続を維持する

ための移行メカニズムを提供する多くの技術があります。IPv6 NAT は、IPv4 アドレスを使用

するネットワーク デバイスと IPv6 アドレスを使用するネットワーク デバイスとの間のアド

レス変換を行います。また、IPv6 ホスト間のアドレス変換も行います。IPv6 ホスト間の NAT

は、IPv4 NAT と同じ方法と同じ目的で行われます。

Junos OS の IPv6 NAT は、以下の NAT タイプを提供します。

• ソース NAT

• 宛先 NAT

• 静的 NAT
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IPv6 NAT がサポートするソース NAT 変換

ソース NAT は、Juniper Networks のデバイスを離れるパケットのソース IP アドレスの変換

です。ソース NAT を使用して、プライベート IP アドレスを持つホストは、パブリック ネッ

トワークにアクセスできます。

Junos OS の IPv6 NAT は、以下のソース NAT 変換をサポートします。

• ポート アドレス変換なしに、ある IPv6 サブネットを別の IPv6 サブネットに変換

• IPv4 アドレスを IPv6 プレフィックス + IPv4 アドレスに変換

• ポート アドレス変換ありまたはなしで IPv6 ホストを IPv6 ホストに変換

• ポート アドレス変換ありまたはなしで IPv6 ホストを IPv4 ホストに変換

• ポート アドレス変換ありまたはなしで IPv4 ホストを IPv6 ホストに変換

IPv6 NAT がサポートする宛先 NAT マッピング

宛先 NAT は、Juniper Networks のデバイスに入るパケットの宛先 IP アドレスの変換です。

（元の宛先 IP アドレスが識別する）仮想ホストへのトラフィックを（変換された宛先 IP ア

ドレスが識別する）実際のホストにリダイレクトするために、宛先 NAT が使用されます。

Junos OS の IPv6 NAT は、以下の宛先 NAT 変換をサポートします。

• IPv4 プレフィックスと IPv6 プレフィックスとの間のプレフィックス変換

• ある IPv6 サブネットを別の IPv6 サブネットにマッピング

• ある IPv6 サブネットを IPv6 ホストにマッピング

• ある IPv6 サブネットをある IPv4 サブネットにマッピング

• ある IPv4 サブネットをある IPv6 サブネットにマッピング

• ある IPv6 ホスト（およびオプションのポート番号）をある特別な IPv6 ホスト（およびオ

プションのポート番号）にマッピング

• ある IPv6 ホスト（およびオプションのポート番号）をある特別な IPv4 ホスト（およびオ

プションのポート番号）にマッピング

• ある IPv4 ホスト（およびオプションのポート番号）をある特別な IPv6 ホスト（およびオ

プションのポート番号）にマッピング

IPv6 NAT がサポートする静的 NAT マッピング

静的 NAT は、ある IP サブネットから別の IP サブネットへの 1 対 1 のマッピングを定義し

ます。マッピングには、ある方向の宛先 IP アドレス変換および逆方向のソース IP アドレス

変換が含まれます。NAT デバイスからは、元の宛先アドレスは仮想ホスト IP アドレスであり、

マッピングされたアドレスが実際のホスト IP アドレスです。

Junos OS の IPv6 NAT は、以下の静的 NAT 変換をサポートします。

• ある IPv6 サブネットを別の IPv6 サブネットに変換

• ある IPv6 ホストを別の IPv6 ホストに変換
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• ある IPv4 アドレス a.b.c.d を IPv6 アドレス Prefix::a.b.c.d に変換

• IPv4 ホストを IPv6 ホストに変換

• IPv6 ホストを IPv4 ホストに変換

• ある IPv6 プレフィックスをある IPv4 プレフィックスにマッピング

• ある IPv4 プレフィックスをある IPv6 プレフィックスにマッピング

関連項目 73ページのIPv6 NAT PT の概要•

• 74ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 85ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を

IPv4 ノードに設定する

• 82ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6

が開始した接続を IPv4 ノードに設定する

• 78ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を

IPv6 ノードに設定する

• 75ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv4

が開始した接続を IPv6 ノードに設定する

IPv6 NAT PT の概要

IPv6 ネットワーク アドレス変換プロトコル変換（NAT-PT）は、IPv4 アドレスを使用するネッ

トワーク デバイスと IPv6 アドレスを使用するネットワーク デバイスとの間のアドレス割り

当てとプロトコル変換を行います。変換プロセスは、ステートレス IP/ICMP 変換（SIIT）の方

法に基づきます。ただし、各通信の状態およびコンテキストは、セッション寿命の間、保持さ

れます。IPv6 NAT-PT はインターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）、TCP および UDP

のパケットをサポートします。

IPv6 NAT-PT は、以下のタイプの NAT-PT をサポートします。

• 従来の NAT-PT — 従来の NAT-PT では、セッションは、IPv6 ネットワークからアウトバウン

ドの一方向です。従来の NAT-PT で、IPv6 ネットワーク内のホストは、IPv4 ネットワーク

のホストにアクセスできます。従来の NAT-PT には、基本 NAT-PT と NAPT-PT の 2 つがあ

ります。

基本 NAT-PT では、IPv4 ホストへのセッションを開始するときにアドレスを変換するため、

IPv4 インターフェースの IPv4 アドレスのブロックは無視されます。基本 NAT-PT は、IPv6

ドメインからのアウトバウンドのパケットでは、ソース IP アドレス、および IP、TCP、UDP、

ICMP ヘッダー チェックサムなどの関連フィールドを変換します。インバウンドのパケット

では、宛先 IP アドレスおよびチェックサムを変換します。

外部アドレスのプールがポート変換と共に使用されるように、ネットワーク アドレス ポー

ト変換およびプロトコル変換（NAPT-PT）を基本 NAT-PT と組み合わせることができます。

NAPT-PT では、IPv6 ホストの集合が、1 つの IPv4 アドレスを共有できます。NAPT-PT は、

IPv6 ネットワークからのアウトバウンドのパケットでは、ソース IP アドレス、ソース ト

ランスポート ID、および IP、TCP、UDP、ICMP ヘッダー チェックサムなどの関連フィール

ドを変換します。トランスポート ID は TCP/UDP ポートまたは ICMP クエリ ID です。イン
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バウンドのパケットでは、宛先 IP アドレス、宛先トランスポート ID、IP ヘッダー チェッ

クサム、トランスポート ヘッダー チェックサムを変換します。

• 双方向 NAT-PT — 双方向 NAT-PT では、セッションは、IPv6 ネットワークだけでなく IPv4

ネットワークのホストからも開始できます。接続が両方向に確立されるので、IPv6 ネット

ワーク アドレスは、IPv4 アドレスに静的にまたは動的にバインドされます。静的設定は静

的 NAT 変換と同様です。IPv4 領域のホストは、DNS をアドレス解決に使用して、IPv6 領域

のホストにアクセスします。名前からアドレスへのマッピングを容易にするため、DNS ALG

を双方向 NAT-PT と共に使用する必要があります。特に、DNS パケットは IPv6 領域と IPv4

領域との間を横断するので、DNS ALG は、DNS クエリと応答の IPv6 アドレスをそれらの

IPv4 アドレス バインディングに変換したり、またその逆に変換したりできる必要がありま

す。

注: SRX シリーズおよび J シリーズのデバイスは、部分的に双方向 NAT-PT 仕様

をサポートします。また、IPv6 アドレスと動的に割り当てられた IPv4 アドレス

との間のマッピングを伝える他の方法があると仮定して、双方向トラフィックの

フローをサポートします。たとえば、ローカルの DNS は、IPv4 ノードがアドレ

スを識別するため、マッピングされた項目を使って設定できます。

NAT-PT 操作 — SRX シリーズおよび J シリーズのデバイスは、従来の NAT-PT をサポートし、

ユーザーが IPv4 から IPv6 へ通信できる静的マッピングを可能にします。ユーザーは、ホス

ト名に IPv4 アドレスを使って DNS サーバーを静的に設定し、次に、IPv6 のみのノード用に

デバイス上で静的 NAT を作成して、DNS に基づいて IPv4 のみのノードから IPv6 のみのノー

ドへ通信する必要があります。

関連項目 71ページのIPv6 NAT の概要•

• 74ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 85ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を

IPv4 ノードに設定する

• 82ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6

が開始した接続を IPv4 ノードに設定する

• 78ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を

IPv6 ノードに設定する

• 75ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv4

が開始した接続を IPv6 ノードに設定する

IPv6 NAT-PT 通信の概要

静的マッピングを使った NAT-PT 通信— ネットワーク アドレス変換プロトコル変換（NAT-PT）

は、IPv6 から IPv4 およびその逆の 2 方向に行うことができます。各方向に、静的 NAT を使

用して、ローカル アドレスに接続先ホストをマッピングし、ソース アドレス NAT を使用し

て、ソース アドレスを変換します。1 対 1 マッピングとプレフィックスベースのマッピング

という、2 つのタイプの静的 NAT およびソース NAT マッピングがあります。

DNS ALG を使った NAT-PT 通信— DNS ベースのメカニズムは、IPv6 アドレスを IPv4 のみの

サーバーに動的にマッピングします。NAT-PT は、透過的に変換を行うために DNS ALG を使用
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します。たとえば、内部 IPv6 ネットワークを使用する会社は、まだ IPv6 アドレスを持って

いない外部の IPv4 サーバーと通信することができる必要があります。

動的なアドレス バインディングをサポートするために、DNS を名前解決に使用する必要があり

ます。IPv4 ホストは、そのローカルの設定された IPv4 DNS サーバーで IPv6 ノードの名前を

ルックアップします。次に、IPv4 DNS サーバーは、NAT-PT を使用し SRX シリーズ デバイス

を通して IPv6 DNS サーバーにクエリを渡します。

NAT デバイスの DNS ALG：

• IPv6 アドレス解決を IPv4 アドレス解決に変換します。

• マッピングのために IPv6 アドレスを割り当てます。

• any-IPv4 ホストから IPv6 ホストへセッションを確立できるように、割り当てられた IPv4

アドレスの IPv6 アドレス解決で返された IPv6 アドレスへのマッピングを保管します。

関連項目 71ページのIPv6 NAT の概要•

• 73ページのIPv6 NAT PT の概要

• 85ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を

IPv4 ノードに設定する

• 82ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6

が開始した接続を IPv4 ノードに設定する

• 78ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を

IPv6 ノードに設定する

• 75ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv4

が開始した接続を IPv6 ノードに設定する

例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を IPv6
ノードに設定する

この例では、デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv4 が

開始した接続を IPv6 ノードに設定する方法を説明します。

• 要件 75ページ

• 概要 75ページ

• 設定 76ページ

• 検証 78ページ

要件

始める前に、インターフェースを設定し、セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当て

ます。

概要

以下の例では、インターフェースで静的マッピング/96 ベースの IPv6 アドレスが定義され、

デバイスで静的マッピング/96 セットアップが行われている IPv6 ノードへ、IPv4 が開始した
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接続を設定する方法を説明します。この例では、IPv6 アドレスを IPv4 アドレスにマッピング

し、IPv4 アドレスを IPv6 アドレス空間の一部にすると仮定します。

IPv4 ネットワーク上のデバイスが IPv6 ネットワーク上のデバイスと相互接続する必要がある

とき、また、IPv4 ネットワークの IPv6 ネットワークへの移行の間には、IPv4 が開始した接

続を IPv6 ノードへ設定すると便利です。マッピングは、IPv6 アドレスから IPv4 アドレスの

逆ルックアップのために DNS ALG に対して、IPv6 ネットワークから開始されたトラフィック

に対して使用できます。また、これは、IPv4 ノードから開始され、NAT/PT デバイスの反対側

に IPv6 ノードがあるセッションに対する接続を提供します。

設定

CLI 簡単構成 デフォルトの宛先アドレス静的マッピングを使用して IPv4 が開始した接続を IPv6 ノードへ

素早く設定するには、以下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security nat static rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule match destination-address

10.1.1.45/30

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule then static-nat prefix 27a6::/96

set security nat source pool myipv6_prefix address 27a6::/96

set security nat source rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule-set myipv6_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule match source-address 10.1.1.1/30

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule match destination-address

27a6::a0a:a2d/126

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule then source-nat pool myipv6_prefix

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を IPv4 ノードに設定

するには：

1. インターフェースに静的 NAT ルール セットを設定します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

2. 宛先アドレス プレフィックスと照合するルールを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule match destination-address 10.1.1.45/30

3. デバイスに静的 NAT プレフィックスを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule then static-nat prefix 27a6::/96

4. IPv6 アドレス プレフィックスを使ってソース NAT プールを設定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool myipv6_prefix address 27a6::/96

5. インターフェースに設定したソース NAT ルール セットを設定します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/1
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user@host# set rule-set myipv6_rs to interface ge-0/0/2

6. IPv6 ソース NAT ソース アドレスを設定します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule match source-address 10.1.1.1/30

7. IPv6 ソース NAT 宛先アドレスを設定します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule match destination-address 27a6::a0a:a2d/126

8. 設定されたソース NAT IPv6 プールをルールで定義します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule then source-nat pool myipv6_prefix

結果 設定モードから、show security nat コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設

定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool myipv6_prefix {

address {

27a6::/96;

}

}

rule-set myipv6_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv6_rule {

match {

source-address 10.1.1.1/30;

destination-address 27a6::a0a:a2d/126;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv6_prefix;

}

}

}

}

}

}

static {

rule-set test_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

rule test_rule {

match {

destination-address 10.1.1.45/30;

}

then {

static-nat prefix 27a6::/96;

}

}
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}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• 静的 NAT が設定されていることを確認する 78ページ

• ソース NAT が設定されていることを確認する 78ページ

静的 NAT が設定されていることを確認する

目的 静的 NAT がインターフェース、宛先アドレス、およびプレフィックスを使って設定されている

かどうかを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static コマンドを入力します。

ソース NAT が設定されていることを確認する

目的 ソース NAT が設定されているかどうかを確認する

アクション 動作モードから show security nat source コマンドを入力します。

関連項目 71ページのIPv6 NAT の概要•

• 73ページのIPv6 NAT PT の概要

• 74ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 85ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を

IPv4 ノードに設定する

• 82ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6

が開始した接続を IPv4 ノードに設定する

• 78ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を

IPv6 ノードに設定する

例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を IPv6 ノードに設定する

この例では、静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を IPv6

ノードに設定する方法を説明します。

• 要件 79ページ

• 概要 79ページ

• 設定 79ページ

• 検証 81ページ
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要件

始める前に、インターフェースを設定し、セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当て

ます。

概要

以下の例では、デバイス上で 1 対 1 静的 NAT を使用して、IPv4 ノードを IPv6 ノードと通

信するように設定する方法を説明します。

IPv4 ノードの IPv6 ノードとの通信は、IPv6 サーバーにアクセスする IPv4 ホストや、IPv6

のみをサポートし IPv6 ネットワークに接続する必要のある新しいサーバーに役立ちます。ま

た、ほとんどのマシンが IPv6 にすでに移行したときに古いホストを新しいサーバーに移行す

るためにも役立ちます。たとえば、IPv6 のみのプリンタに IPv4 のみのノードを接続するの

に、この機能を使用できます。このマッピングは、IPv6 ネットワークから開始されたトラフィッ

クに対して、IPv6 アドレスから IPv4 アドレスの逆ルックアップを行うのに、DNS ALG に使用

することもできます。

設定

CLI 簡単構成 静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して IPv4 が開始した接続を IPv6 ノードへ素早

く設定するには、以下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security nat static rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule match destination-address

10.1.1.25/32

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule then static-nat prefix 3ffe::25/128

set security nat source pool myipv6_prefix address 27a6::/96

set security nat source rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule-set myipv6_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule match source-address 10.10.10.1/30

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule match destination-address

322f::25

set security nat source rule-set myipv6_rs rule ipv6_rule then source-nat pool myipv6_prefix

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を IPv6 ノードに設定

するには：

1. インターフェースに静的 NAT ルール セットを設定します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

2. ルールと宛先アドレスを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule match destination-address 10.1.1.25/32

3. 静的 NAT プレフィックスを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule then static-nat prefix 3ffe::25/128
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4. IPv6 プレフィックス アドレスを使ってソース NAT プールを設定します。

[edit security]

user@host# set nat source pool myipv6_prefix address 27a6::/96

5. ソース NAT ルール セットを設定します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/1

user@host# set rule-set myipv6_rs from interface ge-0/0/2

6. ソース NAT ソース アドレスを設定します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule match source-address 10.10.10.1/30

7. ソース NAT 宛先アドレスを設定します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule match destination-address 322f::25

8. 設定されたソース NAT IPv6 プールをルールで定義します。

[edit security nat source rule-set myipv6_rs]

user@host# set rule ipv6_rule then source-nat pool myipv6_prefix

結果 設定モードから、show security nat コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設

定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

netscreen@srx220-tp# show security nat

source {

pool myipv6_prefix {

address {

27a6::/96;

}

}

rule-set myipv6_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv6_rule {

match {

source-address 10.10.10.1/30;

destination-address 322f::25/128;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv6_prefix;

}

}

}

}

}

}

static {

rule-set test_rs {

from interface ge-0/0/1.0;
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rule test_rule {

match {

destination-address 10.1.1.25/32;

}

then {

static-nat prefix 3ffe::25/128;

}

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• 静的 NAT が設定されていることを確認する 81ページ

• ソース NAT が設定されていることを確認する 81ページ

静的 NAT が設定されていることを確認する

目的 静的 NAT がインターフェース、宛先アドレス、およびプレフィックスを使って設定されている

かどうかを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static コマンドを入力します。

ソース NAT が設定されていることを確認する

目的 ソース NAT が設定されているかどうかを確認する

アクション 動作モードから show security nat source コマンドを入力します。

関連項目 71ページのIPv6 NAT の概要•

• 73ページのIPv6 NAT PT の概要

• 74ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 85ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を

IPv4 ノードに設定する

• 82ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6

が開始した接続を IPv4 ノードに設定する

• 75ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv4

が開始した接続を IPv6 ノードに設定する
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例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を IPv4
ノードに設定する

この例では、デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6 が

開始した接続を IPv4 ノードに設定する方法を説明します。

• 要件 82ページ

• 概要 82ページ

• 設定 82ページ

• 検証 84ページ

要件

始める前に、インターフェースを設定し、セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当て

ます。

概要

以下の例では、デバイス上で定義されたプレフィックスベースの静的 NAT を持つ IPv4 ノード

と IPv6 ノードとの通信について説明します。静的 NAT は、IPv4 ネットワークが特別な IPv6

ネットワーク（つまり IPv4 がマッピングされた IPv6 ネットワーク）であると仮定し、IPv6

プレフィックスの背後に IPv4 ネットワーク全体を隠します。

IPv6 がネットワークで使用され、IPv4 ネットワークに接続しなければならないとき、または、

IPv4 と IPv6 の両方がネットワークで使用され、移行中に 2 つのネットワークを相互に接続

するメカニズムが必要なときに、IPv6 ノードの IPv4 ノードとの通信は役立ちます。また、こ

れは、IPv6 ノードから開始され、NAT/PT デバイスの反対側に IPv4 ノードがあるセッション

に対する接続を提供します。

設定

CLI 簡単構成 デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して IPv6 が開始した接続を

IPv4 ノードへ素早く設定するには、以下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security nat static rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule match destination-address 27a6::/96

set security nat static rule-set test_rs rule test_rule then static-nat inet

set security nat source pool myipv4 address 1.1.1.2 to 1.1.1.5

set security nat source rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule-set myipv4_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match destination-address

10.1.1.15/30

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule match source-address 2ffe::/96

set security nat source rule-set myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続

を IPv4 ノードに設定するには：

1. インターフェースに静的 NAT を設定します。

[edit security nat static]

user@host# set rule test_rs from interface ge-0/0/1

2. デバイスで定義された静的 NAT 変換に、ルールおよびプレフィックスを持つ宛先アドレ

スを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule match destination-address 27a6::/96

3. IPv4 アドレスに変換するために、静的 NAT を inet として定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule then static-nat inet

4. IPv4 ソース NAT プール アドレスを設定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool myipv4 address 1.1.1.2 to 1.1.1.5

5. ソース NAT ルール セットを設定します。

[edit security nat source ]

user@host# set rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

user@host# set rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/2

6. IPv4 ソース NAT 宛先アドレスを設定します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule match destination-address 10.1.1.15/30

7. デバイス上で定義されたソース NAT に対して、プレフィックスを持つソース アドレスを

定義します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule match source-address 2ffe::/96

8. 設定されたソース NAT IPv4 プールをルールで定義します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# sset rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4

結果 設定モードから、show security nat コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設

定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool myipv4 {

address {

1.1.1.2/32 to 1.1.1.5/32;

}

}
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rule-set myipv4_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv4_rule {

match {

source-address 2ffe::/96;

destination-address 10.1.1.15/30;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv4;

}

}

}

}

}

}

static {

rule-set test_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

rule test_rule {

match {

destination-address 27a6::/96;

}

then {

static-nat inet;

}

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• 静的 NAT が設定されていることを確認する 84ページ

• ソース NAT が設定されていることを確認する 84ページ

静的 NAT が設定されていることを確認する

目的 静的 NAT がインターフェース、宛先アドレス、およびプレフィックスを使って設定されている

かどうかを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static コマンドを入力します。

ソース NAT が設定されていることを確認する

目的 ソース NAT が設定されているかどうかを確認する

アクション 動作モードから show security nat source コマンドを入力します。
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関連項目 71ページのIPv6 NAT の概要•

• 73ページのIPv6 NAT PT の概要

• 74ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 85ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を

IPv4 ノードに設定する

• 78ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を

IPv6 ノードに設定する

• 75ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv4

が開始した接続を IPv6 ノードに設定する

例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を IPv4 ノードに設定する

この例では、静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を IPv4

ノードに設定する方法を説明します。

• 要件 85ページ

• 概要 85ページ

• 設定 85ページ

• 検証 87ページ

要件

始める前に、インターフェースを設定し、セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当て

ます。

概要

以下の例では、デバイス上で定義された 1 対 1 静的 NAT を持つ IPv4 ノードと IPv6 ノード

との通信について説明します。IPv6 ノードの IPv4 ノードとの通信では、デバイスのどちらも

デュアル スタックを持っておらず、通信するために NAT/PT デバイスに依存しなければならな

いときに、IPv6 ホストは IPv4 サーバーにアクセスできます。これによって、ネットワークが

IPv6 に移行した後でも、IPv4 レガシー サーバー アプリケーションが機能します。

設定

CLI 簡単構成 静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して IPv6 が開始した接続を IPv4 ノードへ素早

く設定するには、以下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security nat static rule test_rs from interface ge-0/0/1

set security nat static rule test_rs rule test_rule match destination-address 27a6::15/128

set security nat static rule test_rs rule test_rule then static-nat prefix 10.2.2.15/32

set security nat source pool myipv4 address 1.1.1.2 to 1.1.1.3

set security nat source rule myipv4_rs from interface ge-0/0/1

set security nat source rule myipv4_rs to interface ge-0/0/2

set security nat source rule myipv4_rs rule ipv4_rule match source-address 27a6::/96

set security nat source rule myipv4_rs rule ipv4_rule match destination-address 10.2.2.15

set security nat source rule myipv4_rs rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv6 が開始した接続を IPv4 ノードに設定

するには：

1. インターフェースに静的 NAT ルール セットを設定します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set test_rs from interface ge-0/0/1

2. 宛先アドレスと照合するルールを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule match destination-address 27a6::15/128

3. ルールに静的 NAT プレフィックスを定義します。

[edit security nat static rule-set test_rs]

user@host# set rule test_rule then static-nat prefix 10.2.2.15/32

4. IPv4 アドレスを使ってソース NAT プールを設定します。

[edit security nat]

user@host# set source pool myipv4 address 1.1.1.2 1.1.1.3

5. インターフェースの IPv4 アドレスを設定します。

[edit security nat source ]

user@host# set rule-set myipv4_rs from interface ge-0/0/1

6. 宛先アドレスを IPv4 ソース NAT アドレスに設定します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule match source-address 27a6::/96

7. 宛先アドレスを IPv4 ソース NAT アドレスに設定します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule match destination-address 10.2.2.15

8. 設定されたソース NAT IPv4 プールをルールで定義します。

[edit security nat source rule-set myipv4_rs]

user@host# set rule ipv4_rule then source-nat pool myipv4

結果 設定モードから、show security nat コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設

定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool myipv4 {

address {

1.1.1.2/32 to 1.1.1.3/32;

}

}

rule-set myipv4_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

to interface ge-0/0/2.0;

rule ipv4_rule {
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match {

source-address 27a6::/96;

destination-address 10.2.2.15/32;

}

then {

source-nat {

pool {

myipv4;

}

}

}

}

}

}

static {

rule-set test_rs {

from interface ge-0/0/1.0;

rule test_rule {

match {

destination-address 27a6::15/128;

}

then {

static-nat prefix 10.2.2.15/32;

}

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• 静的 NAT が設定されていることを確認する 87ページ

• ソース NAT が設定されていることを確認する 87ページ

静的 NAT が設定されていることを確認する

目的 静的 NAT がインターフェース、宛先アドレス、およびプレフィックスを使って設定されている

かどうかを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static コマンドを入力します。

ソース NAT が設定されていることを確認する

目的 ソース NAT が設定されているかどうかを確認する

アクション 動作モードから show security nat source コマンドを入力します。

関連項目 71ページのIPv6 NAT の概要•

• 73ページのIPv6 NAT PT の概要
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• 74ページのIPv6 NAT-PT 通信の概要

• 82ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv6

が開始した接続を IPv4 ノードに設定する

• 78ページの例:静的宛先アドレス 1 対 1 マッピングを使用して、IPv4 が開始した接続を

IPv6 ノードに設定する

• 75ページの例:デフォルトの宛先アドレス プレフィックス静的マッピングを使用して、IPv4

が開始した接続を IPv6 ノードに設定する

IPv6 ALG

• ルーティング、NAT、および NAT-PT 用の IPv6 DNS ALG 88ページ

• ルーティング用の IPv6 FTP ALG 90ページ

• IPV6 ALG の ICMP サポートについて 91ページ

ルーティング、NAT、および NAT-PT 用の IPv6 DNS ALG

ドメイン名システム（DNS）は、ALG の一部であり、DNS トラフィックを扱い、DNS クエリおよ

び応答パケットを監視します。また、パケットが応答メッセージであることを DNS フラグが示

す場合にセッションを閉じます。

DNS ALG モジュールは、IPv4 では期待通りに機能します。Junos OS リリース 10.4 では、こ

の機能は、ルーティング、ネットワーク アドレス変換（NAT）、ネットワーク アドレス変換プ

ロトコル変換（NAT-PT）のための DNS ALG での IPv6 サポートを実装します。

DNS ALG が DNS クライアントから DNS クエリを受信すると、セキュリティ チェックが DNS

パケットで行われます。DNS ALG が DNS サーバーから DNS 応答を受信すると、類似したセキュ

リティ チェックが行われ、DNS トラフィックのセッションが閉じます。

NAT モードでの IPv6 DNS ALG トラフィック

IPv6 NAT は、IPv4 アドレスを使用するネットワーク デバイスと IPv6 アドレスを使用する

ネットワーク デバイスとの間のアドレス変換を行います。また、IPv6 ホスト間のアドレス変

換も行います。IPv6 ホスト間の NAT は、IPv4 NAT と同じ方法と同じ目的で行われます。

DNS トラフィックが NAT モードで機能するとき、DNS ALG は、DNS クライアントがプライベー

ト ネットワーク上にあると、DNS 応答のパブリック アドレスをプライベート アドレスに変換

します。また、同様に、DNS クライアントがパブリック ネットワーク上にあると、プライベー

ト アドレスをパブリック アドレスに変換します。

Junos OS リリース 10.4 では IPv6 NAT は以下をサポートします。

• ソース NAT 変換

• 宛先 NAT マッピング

• 静的 NAT マッピング

注: IPv6 DNS ALG NAT は静的 NAT マッピングのみをサポートします。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.88

Junos OS セキュリティ設定ガイド



NAT-PT モードでの IPv6 DNS ALG トラフィック

IPv6 NAT-PT は、IPv4 アドレスを使用するネットワーク デバイスと IPv6 アドレスを使用す

るネットワーク デバイスとの間のアドレス割り当ておよびプロトコル変換を行います。変換プ

ロセスは、ステートレス IP/ICMP 変換（SIIT）の方法に基づきます。ただし、各通信の状態お

よびコンテキストは、セッション寿命の間、保持されます。IPv6 NAT-PT は、インターネット

制御メッセージ プロトコル（ICMP）、転送制御プロトコル（TCP）、およびユーザー データグ

ラム プロトコル（UDP）の各パケットをサポートします。

IPv6 NAT-PT は、以下のタイプの NAT-PT をサポートします。

• 従来の NAT-PT

• 双方向 NAT-PT

DNS ベースのメカニズムは、IPv6 アドレスを IPv4 のみのサーバーに動的にマッピングしま

す。NAT-PT は、透過的に変換を行うために DNS ALG を使用します。

たとえば、内部 IPv6 ネットワークを使用する会社は、IPv6 アドレスを持っていない外部の

IPv4 サーバーと通信することができる必要があります。

動的なアドレス バインディングをサポートするために、DNS を名前解決に使用する必要があり

ます。IPv4 ホストは、そのローカルの設定された IPv4 DNS サーバーで IPv6 ノードの名前を

ルックアップします。次に、IPv4 DNS サーバーは、NAT-PT を使用し SRX シリーズまたは J

シリーズのデバイスを通して IPv6 DNS サーバーにクエリを渡します。

DNS トラフィックが NAT-PT モードで機能するとき、DNS クライアントが IPv6 ネットワーク

にあり、サーバーが IPv4 ネットワークにある場合またはその逆の場合、DNS ALG は、IPv4 ア

ドレスと IPv6 アドレスとの間の DNS 応答パケットの IP アドレスを変換します。

注: NAT-PT モードでは、IPV4 から IPV6 へのアドレス変換のみが DNS ALG でサ

ポートされます。DNS ALG で NAT-PT モードをサポートするには、NAT モジュール

は NAT-PT をサポートする必要があります。

DNS ALG が DNS クライアントから DNS クエリを受信すると、DNS ALG は DNS パケット上で以

下のセキュリティ チェックおよびサニティ チェックを実行します。

• 最大 DNS メッセージ長（デフォルトは 512 バイトで最大長は 8KB）を強制します。

• 255 バイトのドメイン名長さおよび 63 バイトのラベル長さを強制します。

• DNS メッセージで圧縮ポインタに遭遇すると、ポインタが参照するドメイン名の完全性を確

認します。

• 圧縮ポインタ ループが存在するかどうかをチェックします。

DNS ALG が DNS サーバーから DNS 応答を受信すると、類似したサニティ チェックを行いま

す。その後、この DNS トラフィックのセッションが閉じます。
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ルーティング用の IPv6 FTP ALG

ファイル転送プロトコル（FTP）は FTP トラフィックを扱う ALG の一部です。FTP の PORT/PASV

要求および対応する 200/227 応答を使用して、TCP ポートを通知します。ホストは FTP デー

タ接続について、そのポートをリッスンします。

EPRT/EPSV/229 コマンドは、これらの要求と応答に使用されます。FTP ALG は、すでに

EPRT/EPSV/229 をサポートしていますが、IPv4 アドレスに対してのみサポートします。

Junos OS リリース 10.4 で、EPRT/EPSV/229 コマンドが更新され、IPv4 アドレスと IPv6 ア

ドレスの両方をサポートするようになりました。

FTP ALG は、セッション クッキーを保管するために、前もって割り当てられた objcache を使

用します。IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方が FTP ALG でサポートされている場合、セッ

ション クッキー構造は、IPv6 アドレスを保管するために 256 ビット（32 バイト）大きくな

ります。

EPRT モード

EPRT コマンドでは、データ接続用の拡張アドレスの指定ができます。拡張アドレスは、ネット

ワーク アドレスとトランスポート アドレスおよびネットワーク プロトコルから構成する必要

があります。

EPRT の形式は次のとおりです。

EPRT<space><d><net-prt><d><net-addr><d><tcp-port><d>

• <net-prt>:IANA が定義するアドレス ファミリー番号

• <net-addr>:ネットワーク アドレスのプロトコル固有の文字列

• <tcp-port>:TCP ポート番号

以下は IPv6 のサンプル EPRT コマンドです。

EPRT |2|1080::8:800:200C:417A|5282|

このモードでは、FTP ALG は EPRT コマンドにのみ注目します。EPRT コマンドから IPv6 アド

レスおよびポートを抽出し、ピンホールを開きます。

EPSV モード

EPSV コマンドは、サーバーがデータ ポートでリッスンし接続を待つよう要求します。このコ

マンドに対する応答には、リッスンしている接続の TCP ポート番号のみが含まれます。

応答文字列の例は以下のとおりです。

Entering Extended Passive Mode (|||6446|)

注: 拡張アドレスを使用してパッシブ モードに入るための応答コードは、229 でな

ければなりません。229 ペイロードで TCP ポートを抽出し、それを使用してピン

ホールを開く必要があります。
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IPV6 ALG の ICMP サポートについて

インターネット制御メッセージ プロトコル（ICMP）アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）

は、ICMP トラフィックを扱う ALG の 1 つです。

IPv6 ノードは ICMPv6 プロトコルを使用して、パケットの処理の際に遭遇したエラーを報告

し、診断などのインターネット レイヤ機能を実行します。ICMPv6 は、IPv6 の不可欠な部分で

あり、すべての IPv6 ノードが完全に実装する必要があります。したがって、ALG レイヤは常

に ICMPv6 に対して有効です。

ICMP エラー メッセージ

ICMPv6 メッセージは 2 つのクラスに分類されます。

• ICMPv6 エラーメッセージ

• Destination unreachable（宛先不明）

• Packet too big（パケットが大きすぎる）

• Time exceeded（時間超過）

• Parameter problem（パラメータの問題）

• ICMPv6 情報（また ping）メッセージ

• エコー要求

• エコー応答

ICMP ALG はこれらのメッセージをすべて監視し、以下を行います。

• セッションを閉じる

• ペイロードを変更する

ICMP ALG は、以下の条件に遭遇するとセッションを閉じます。

• エコー回答メッセージを受信する。

• Destination unreachable（宛先不明）エラー メッセージを受信し、応答をまだ受信してい

ない。

注: ICMP ALG は、セッションが宛先ノードから応答を受信したかどうかをチェッ

クします。応答を受信していれば、宛先は到達可能であり、ICMP エラー メッセー

ジは信用できないので、セッションを閉じません。これは、ハッカーが TCP/UDP

パケットをスニッフィングして、ICMP 宛先不明パケットを偽造しセッションを殺

すのを防ぐためです。

ICMP ALG の機能

ICMP ALG は、様々なモードで異なった動作をします。
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NAT モードにおける ICMP ALG の機能：

1. セッションを閉じる。

2. エコー要求の ID、シーケンス番号またはその両方を変更する。

3. エコー応答の元の ID およびシーケンス番号を再開する。

4. NAT が、ICMPv6 エラー メッセージの埋め込み IPv6 パケットを変換する。

NAT-PT モードにおける ICMP ALG の機能：

1. セッションを閉じる。

2. ICMPv4 ping メッセージを ICMPv6 ping メッセージに変換する。

3. ICMPv6 ping メッセージを ICMPv4 ping メッセージに変換する。

4. ICMPv4 エラー メッセージを ICMPv6 エラー メッセージに変換し、その埋め込み IPv4 パ

ケットを IPv6 パケットに変換する。

5. ICMPv6 エラー メッセージを ICMPv4 エラー メッセージに変換し、その埋め込み ICMPv6

パケットを ICMPv4 パケットに変換する。

関連項目 • 62ページのSRX シリーズおよび J シリーズのデバイスが IPv6 のパケット断片化を扱う方法

について

• 48ページのIP バージョン 6（IPv6）について
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第3章

J シリーズ サービス ルーター用 Junos OS
の導入

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

て 93ページ

• J シリーズ サービス ルーターのセッション特性 97ページ

• J シリーズ サービス ルーターのデータ経路について 104ページ

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

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

テムの世界最高レベルのネットワーク セキュリティおよびルーティング機能を統合していま

す。

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

パケット フィルタ、スクリーンなどの設定された機能にしたがって処理されます。たとえば、

ソフトウェアは、以下を決定できます。

• パケットがルーターに入ることを許可されるかどうか

• 存在する場合、どのサービス クラス（CoS）をパケットに適用するか

• どのファイアウォール スクリーンをパケットに適用するか

• IPsec トンネルを通してパケットを送信するかどうか

• パケットがアプリケーション層ゲートウェイ（ALG）を要求するかどうか

• パケットのアドレスを変換するためにネットワーク アドレス変換（NAT）を適用するかどう

か

• その宛先に達するためにパケットがどのルートを使用するか

Junos OS を実行するサービス ルーターに出入りするパケットは、パケットベースおよびフロー

ベースの処理を両方受けます。デバイスは常にパケットを個別に処理します。パケットの処理

は、パケット フローの最初のパケットに確立された特性によって異なります。
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分岐デバイスは、パケットベース モードとフローベース モードを同時に実行します。パケッ

トベース処理とフローベース処理は以下のセクションで説明します。

• フローベース処理について 94ページ

• パケットベース処理について 96ページ

フローベース処理について

パケットは、パケットベースのフィルタおよびポリシーが適用された後、フローベースの処理

を受けます。

94ページの図6 は、Junos OS を実行する Juniper Networks デバイスでのトラフィック フロー

の構成の概要を示します。フロー サービス モジュールを横断するときのトラフィックの経路

を追うには、104ページの「J シリーズ サービス ルーターのデータ経路について」の図を参照

してください。

図 6: フローベース処理のトラフィック フロー

フローとは、同じソース/宛先アドレス、ソース/宛先ポート（該当する場合）、プロトコル、

および進入/退出ゾーンから来たパケットであると定義されます。フローには期限が定められて

います。したがって、パケットは、以前の定義に合致しているのに異なるフローに属する可能

性があります。たとえば、既存のセッションが開始され終了され、その後に新しいセッション

が、前のセッションとまったく同じパラメータを使用して確立されると、そのパケットは異な

るフローに属します。

適用されるセキュリティ ポリシー、パケットが IPsec トンネルを通って送信されるか、アプ

リケーション層ゲートウェイ（ALG）を必要とするか、ネットワーク アドレス変換（NAT）がパ

ケットのアドレスを変換するために適用されるかなど、パケットの運命を決める構成設定は、

フローの最初のパケットに対して評価されます。その後、設定はフローの他のパケットに適用

されます。

パケットが既存のフローに属するかどうかを判断するため、ルーターは、次の 6 つの一致基準

に基づいて、パケットの情報を既存のフローのパケット情報と照合しようとします。

• ソース アドレス

• 宛先アドレス

• ソース ポート

• 宛先ポート

• プロトコル

• セッション トークン — パケットのヘッダーから抽出されたのではない内部パラメータ
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パケットが既存のフローと一致すると、パケットの処理は、（フローのセッションが維持する）

フロー状態によって決まります。パケットが既存フローのセッションと一致しない場合、その

パケットの情報は、新しいフロー状態を作成するために使用され、セッションがそれに割り当

てられます（セッションが割り当てられるのは、セキュリティ ポリシーによって許可される場

合のみです）。フローの最初のパケットに使用されるセッションは、同じフローおよび密接に

関連するフローに使用するためフロー テーブルにキャッシュされます。

注: 新しいセッションが新しいフロー状態に割り当てられるのは、セキュリティ ポ

リシーによって許可される場合のみです。TCP では、SYN パケットのみが新しいセッ

ションの作成をトリガします（SYN チェックが有効でない場合を除く）。

ゾーンとポリシー

セキュリティ ポリシーはゾーンに関連付けられています。ゾーンとは、セキュリティ境界を定

義するインターフェースの集合のことです。着信インターフェースによって決まるパケットの

受信ゾーン、および転送ルックアップによって決まるパケットの発信ゾーンが共に、フローの

パケットに使用されるポリシーを決定します。

フローとセッション

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

ションは、フローの最初のパケットに対して評価された特性に基づき、次の目的のためにフロー

の最初のパケットに対して作成されます。

• フローのパケットに適用されるセキュリティ対策を保管するため。

• フローの状態に関する情報をキャッシュするため。

たとえば、フローのログおよびカウントの情報は、そのセッションでキャッシュされます。

（ステートフル ファイアウォール スクリーンの一部は、個々のセッションまたは全セッショ

ンに関係するしきい値に依存します。）

• ネットワーク アドレス変換（NAT）や IPsec トンネルなどの機能のために、フローに必要な

リソースを割り当てるため。

• アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）やファイアウォール機能など、機能のフレームワー

クを提供するため。

ほとんどのパケット処理は、フローのコンテキストで発生します。フロー エンジンおよびセッ

ションは、フローベースの処理を受けるときにパケットに影響する以下の機能およびイベント

をまとめます。

• フローベースの転送

• セッションのエージングおよびルート、ポリシー、インターフェースの変更を含むセッショ

ン管理

• 仮想プライベート ネットワーク（VPN）、ALG、および認証の管理

• ポリシー、NAT、ゾーン、およびスクリーンの管理

ポリシーを、セッション許可、終了、拒否イベントをログに記録するように構成できます。
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パケットベース処理について

入力（進入）インターフェースのキューから出され、出力（退出）インターフェースのキュー

に入れられる前に、パケットはパケットベースの処理を受けます。

パケットベースの処理は、ステートレスのファイアウォール フィルタおよびサービス クラス

（CoS）機能を個別のパケットに適用します。進入または退出インターフェース、または両方に

ファイアウォール フィルタを適用できます。

• パケットがデバイスのインターフェースに到着すると、セキュリティ ポリシーが評価される

前に、インターフェースに関連付けられたパケットベースのフィルタおよびポリサーがパケッ

トに適用されます。

• セキュリティ ポリシーが評価された後、パケットがデバイスを離れる前に、出力インター

フェースに関連付けられたパケットベースのフィルタおよびトラフィック シェーパが、パ

ケットに適用されます。

96ページの図7 は、Junos OS を実行する Juniper Networks デバイスでのトラフィック フロー

の構成の概要を示します。

図 7: パケットベース処理のトラフィック フロー

通常、フィルタおよび CoS 機能は、1 つ以上のインターフェースに関連付けられています。ま

た、どのパケットにシステムの通過を許可するかに影響を与え、必要に応じて特別のアクショ

ンをパケットに適用します。

注: パケットベースの処理が発生するのは、パケットを扱うインターフェースにフィ

ルタ、CoS、IPv6、および MPLS 機能を設定している場合だけです。

次のセクションでは、構成が可能で中継トラフィックに適用できるパケットベース機能につい

て説明します。具体的なステートレス ファイアウォール フィルタおよび CoS 機能の詳細につ

いては、セキュリティ デバイス用 Junos OS ルーティング プロトコルおよびポリシー構成ガ

イド、セキュリティ デバイス用 Junos OS サービス クラス設定ガイド、および Junos OS CLI

リファレンス を参照してください。

ステートレス ファイアウォール フィルタ

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

スを制御しトラフィック速度を制限します。これらは、ソースから宛先までの間にデバイスを

通過するパケットまたはルーティング エンジンが送信元または宛先であるパケットの内容を静
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的に評価します。ステートレス ファイアウォール フィルタは、断片化されたパケットを含む、

すべてのパケットを評価します。

入力インターフェースまたは出力インターフェース、あるいはその両方にステートレス ファイ

アウォール フィルタを適用できます。フィルタには 1 つ以上の条件が含まれます。各条件は、

一致条件とアクションという 2 つの要素から構成されます。デフォルトでは、ファイアウォー

ル フィルタと一致しないパケットは廃棄されます。

様々な目的に使用するため、ステートレス ファイアウォール フィルタを計画し設計できます。

たとえば、あるプロトコル、IP ソースまたは宛先アドレスへのトラフィックを制限したり、

データ転送速度を制限します。

サービス クラス機能

CoS 機能によって、トラフィックを規制し形成できます。

• トラフィックのポリシング— ポリサーでは、あるクラスのトラフィックを指定された帯域幅

およびバースト サイズに制限できます。ポリサーの制限を超えるパケットは、廃棄するか、

または異なる転送クラスまたは異なる損失優先順位、あるいはその両方に割り当てることが

できます。ポリサーを使用して、インターフェースに出入りするトラフィックの量を制限で

きます。

• トラフィック シェーピング — 遅延、ジッタ、パケット損失の特性が異なるサービス レベル

を、特定のトラフィック フローが担当する特定のアプリケーションに割り当てることによっ

て、トラフィックを形成できます。トラフィック シェーピングは、音声や動画の送信などの

リアルタイム用途に特に便利です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 97ページのJ シリーズ サービス ルーターのセッション特性について

• 104ページのJ シリーズ サービス ルーターのデータ経路について

• 164ページのポリシー統計の監視

• 203ページのALG の概要

• 1217ページのNAT の概要

J シリーズ サービス ルーターのセッション特性

• J シリーズ サービス ルーターのセッション特性について 97ページ

• 例:J シリーズ サービス ルーターのセッション終了を制御する 98ページ

• 例:J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックを無効にす

る 101ページ

• 例:J シリーズ サービス ルーター用のエンドツーエンド TCP 通信に対応する 102ページ

J シリーズ サービス ルーターのセッション特性について

セッションは、情報を保管しフローのリソースを割り当てるため、ルーティングおよび他の分

類情報に基づいて作成されます。セッションには特性があり、いつ終了するかなど、変更でき

る特性もあります。たとえば、攻撃者が、テーブルをあふれさせて、正当なユーザーがセッショ
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ンを始めるのを妨害しようとするのを防ぐため、セッション テーブルが完全にいっぱいになら

ないようにしたい場合があります。

プロトコルとサービスによって、セッションにはタイムアウト値が設定されます。たとえば、

TCP のデフォルト タイムアウトは 1800 秒です。UDP のデフォルトのタイムアウトは、60 秒

です。フローは、終了すると無効のマークが付けられ、タイムアウトは 10 秒に減らされます。

サービス タイムアウトより前にトラフィックがセッションを使用しない場合、セッションは、

エージアウトされて、再利用のため共有リソース プールに解放されます。以下の方法でセッ

ションの寿命に影響を与えることができます。

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

• タイムアウト値に基づいて無効なセッションを積極的にエージアウトする

• セッション テーブルの使用状況に応じてセッションをエージアウトする

• TCP セッションをエージアウトするための明示的なタイムアウトを設定する

• TCP RST（リセット）メッセージを受領すると TCP セッションが無効になるように設定す

る

• 以下のように他のシステムに対応するようにセッションを設定できます。

• TCP パケット セキュリティ チェックを無効化する

• エンドツーエンドの通信に対応する

以下のトピックでは、セッションの特性を変更する方法を説明します。詳細は Junos OS CLI

リファレンス を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 93ページのJ シリーズ サービス ルーターのステートフルおよびステートレスデータ処理に

ついて

• 98ページの例:J シリーズ サービス ルーターのセッション終了を制御する

• 101ページの例:J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックを無

効にする

• 102ページの例:J シリーズ サービス ルーター用のエンドツーエンド TCP 通信に対応する

例:J シリーズ サービス ルーターのセッション終了を制御する

この例では、タイムアウト値またはセッション テーブルのセッション数に基づいてセッション

を終了する方法を説明します。

• 要件 99ページ

• 概要 99ページ

• 設定 99ページ

• 検証 100ページ
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要件

始める前に

• セキュリティ ゾーンを設定します。111ページの「セキュリティゾーンおよびインターフェー

スの概要」を参照してください。

• セキュリティ ポリシーを設定します。150ページの「セキュリティ ポリシー設定の概要」を

参照してください。

概要

たとえば、TCP FINish Close または RST（リセット）メッセージを受信した後、UDP の ICMP

エラーが発生したとき、および、サービス タイムアウト前に一致するトラフィックを受信しな

かったときなど、Junos OS はある一定の状況でセッションを終了します。セッションが終了す

ると、そのリソースは、他のセッションが使用するために解放されます。

セッションがいつ終了するかを管理するため、一定の期間の後に、またはセッション テーブル

のセッション数が指定した割合に到達したとき、あるいはその両方で、セッションをエージア

ウトするようルーターを設定します。セッション テーブルのセッション数がこの割合に到達す

ると、ルーターはセッションを積極的にエージングし始めます。セッション テーブルのセッ

ション数が最低水準に到達すると、ルーターは積極的にセッションをエージングするのをやめ

ます。

設定

CLI 簡単構成 タイムアウト値またはセッション テーブルのセッション数に基づいてセッションを素早く終了

するには、以下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security flow aging early-ageout 2

set security flow aging high-watermark 90 low-watermark 50

set security flow tcp-session tcp-initial-timeout 280

set security flow tcp-session rst-invalidate-session

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

タイムアウト値またはセッション テーブルのセッション数に基づいてセッションを終了するに

は：

1. セッションが何秒後に無効になるかを指定します。

[edit security flow]

user@host# set aging early-ageout 2

2. セッションの割合を指定します。

[edit security flow]
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user@host# set aging high-watermark 90 low-watermark 50

3. セッション テーブルから TCP セッションを削除するための明示的なタイムアウト値を設

定します。

[edit security flow]

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

4. TCP RST メッセージを受信したセッションを無効にするよう設定します。

[edit security flow]

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

結果 設定モードから、show security flow コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した

設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show security flow

aging {

early-ageout 2;

low-watermark 50;

high-watermark 90;

}

tcp-session {

rst-invalidate-session;

tcp-initial-timeout 280;

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ログを使ったトラブルシューティング 100ページ

ログを使ったトラブルシューティング

目的 問題点を識別するには、以下のログを使用します。

アクション 動作モードから show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 97ページのJ シリーズ サービス ルーターのセッション特性について

• 102ページの例:J シリーズ サービス ルーター用のエンドツーエンド TCP 通信に対応する

• 101ページの例:J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックを無

効にする
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例:J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックを無効にする

この例では、すべての TCP セッションへの TCP SYN チェックおよび TCP シーケンス チェッ

クを無効にする方法を説明します。

• 要件 101ページ

• 概要 101ページ

• 設定 101ページ

• 検証 101ページ

要件

始める前に、TCP パケットおよびセキュリティ チェックを確認します。SRX シリーズおよび J

シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンスを参照してください。

概要

TCP 実装に障害があるホストやルーターとの相互運用性を確保するため、Junos OS は、TCP パ

ケットへのセキュリティ チェックを無効化するメカニズムを提供しています。

設定

ステップごとの手順 すべての TCP セッションへの TCP SYN チェックおよび TCP シーケンス チェックを無効にす

るには：

1. すべての TCP セッションへの TCP SYN チェックを無効にします。

[edit security flow]

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

2. すべての TCP セッションへの TCP シーケンス チェックを無効にします。

[edit security flow]

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

3. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 97ページのJ シリーズ サービス ルーターのセッション特性について

• 98ページの例:J シリーズ サービス ルーターのセッション終了を制御する

• 102ページの例:J シリーズ サービス ルーター用のエンドツーエンド TCP 通信に対応する

101Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第3章: J シリーズ サービス ルーター用 Junos OS の導入



例:J シリーズ サービス ルーター用のエンドツーエンド TCP 通信に対応する

この例では、GRE および IPsec トンネル上を送受信する TCP パケットの最大セグメント サイ

ズ（MSS）を変更する方法を説明します。

• 要件 102ページ

• 概要 102ページ

• 設定 102ページ

• 検証 104ページ

要件

始める前に、TCP パケットおよびセキュリティ チェックを復習します。SRX シリーズおよび J

シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンスを参照してください。

概要

顧客ネットワークのエンドツーエンド TCP 通信は、GRE または IPsec トンネリング カプセル

化のために、1,500 バイトに近い大きなパケットには機能しない可能性があります。他のシス

テムおよびセグメント サイズに対応するようセッションを設定できます。

設定

CLI 簡単構成 GRE および IPsec トンネル上を送受信される TCP パケットの MSS を素早く変更するには、以

下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit ]

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1400

set security flow tcp-mss gre-in mss 1364

set security flow tcp-mss gre-out mss 1364

set security flow tcp-mss all-tcp mss 1400

set security flow allow-dns-reply

set security flow route-change-timeout 62

set security flow syn-flood-protection-mode syn-proxy

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

GRE および IPsec トンネル上を送受信される TCP パケットの MSS を素早く変更するには：

1. トンネル セッションを設定します。

[edit security flow]
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user@host# set tcp-mss ipsec-vpn mss 1400

user@host# set tcp-mss gre-in mss 1364

user@host# set tcp-mss gre-out mss 1364

2. すべての TCP セッションの TCP MSS を設定します。

[edit security flow]

user@host# set tcp-mss all-tcp mss 1400

3. 一致しない受信 DNS 応答パケットを許可します。

[edit security flow]

user@host# set allow-dns-reply

4. 存在しないルートへのルート変更にタイムアウト値を設定します。

[edit security flow]

user@host# set route-change-timeout 62

5. TCP SYN フラッド保護モードを有効にします。

[edit security flow]

user@host# set syn-flood-protection-mode syn-proxy

結果 設定モードから、show security flow コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した

設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show security flow

allow-dns-reply;

route-change-timeout 62;

syn-flood-protection-mode syn-proxy;

tcp-mss {

all-tcp {

mss 1400;

}

ipsec-vpn {

mss 1400;

}

gre-in {

mss 1364;

}

gre-out {

mss 1364;

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。
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検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ログを使ったトラブルシューティング 104ページ

ログを使ったトラブルシューティング

目的 問題点を識別するには、以下のログを使用します。

アクション 動作モードから show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 101ページの例:J シリーズ サービス ルーターの TCP パケット セキュリティ チェックを無

効にする

• 98ページの例:J シリーズ サービス ルーターのセッション終了を制御する

• 97ページのJ シリーズ サービス ルーターのセッション特性について

J シリーズ サービス ルーターのデータ経路について

104ページの図8 は、サービス ルーターを横断するときのデータ パケットの経路を示します。

ソフトウェアの Junos オペレーティング システム（Junos OS）アーキテクチャに 104ページの

図8 のフロー モジュールがどのように適合するかを確認するには、93ページの「J シリーズ

サービス ルーター用のステートフルおよびステートレス データ処理について」の図を参照し

てください。

図 8: サービス ルーター上でフロー モジュールを横断するデータ パケット
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パケットは、ルーターを通過するとき、以下の経路をとります。このパケットの道筋は、Junos

OS がパケットに実行するパケットベースの処理およびフローベースの処理をまとめたもので

す。

• 転送処理について 105ページ

• セッションベース処理について 105ページ

• 転送機能について 107ページ

転送処理について

Junos OS は以下のように転送処理を実行します。

1. パケットはシステムに入り、パケット単位で処理されます。

2. システムは、ステートレス監視フィルタおよびサービス クラス（CoS）分類をパケットに適

用します。

詳細については、セキュリティ デバイス用 Junos OS ルーティング プロトコルおよびポリ

シー設定ガイド、セキュリティ デバイス用 Junos OS サービス クラス設定ガイド、および

Junos OS CLI リファレンス を参照してください。

セッションベース処理について

転送処理の後、Junos OS は、セッション ルックアップおよび最初のパケットの処理または高

速経路処理をパケットに行います。

セッション ルックアップ

パケットがまだ破棄されていない場合、Junos OS は、セッション ルックアップを実行して、

パケットが既存のセッションに属するかどうかを判断します。システムは、セッション ルック

アップを実行するために 6 つの一致基準を使用します。

• セッション トークン

• ソースおよび宛先 IP アドレス

• ソースおよび宛先ポート

• プロトコル

パケットが既存のセッションと一致しない場合、システムはそれ用に新しいセッションを作成

します。このプロセスは最初のパケットの経路と呼ばれます。（105ページの「最初のパケット

の経路の処理」を参照。）

パケットがセッションと一致する場合は、高速経路処理が実行されます。（106ページの「高速

経路処理」を参照。）

最初のパケットの経路の処理

パケットが既存のセッションと一致しない場合、Junos OS は、以下のようにそれ用に新しい

セッションを作成します。
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1. 最初のパケットには、システムは、そのパケットがフローの最初のパケットになるように、

パケットのルーティングおよびポリシー ルックアップに基づいてセッションを作成します。

2. プロトコルおよびサービスが TCP か UDP かによって、セッションはタイムアウト値でプロ

グラムされます。

• TCP では、デフォルトのタイムアウトは 1800 秒です。

• UDP では、デフォルトのタイムアウトは 60 秒です。

積極性を調整するため、これらのタイムアウトを設定できます。セッション タイムアウト

値を変更した場合、新しい値がここで適用されます。トラフィックがサービス タイムアウ

ト期間にセッションを使用しないと、ルーターは、そのセッションをエージアウトし、再利

用のためメモリーを解放します。

3. ファイアウォール スクリーンが適用されます。

セッション初期化スクリーンが適用されます。

4. ルート ルックアップが実行されます。

5. 宛先ゾーンが決定されます。

a. システムは、パケットが到着するインターフェースによってパケットの着信ゾーンを決

定します。

b. システムは、ルート ルックアップによってパケットの発信ゾーンを決定します。

一緒に、それらは、どのポリシーがパケットに適用されるかを決めます。

6. ポリシー ルックアップが実行されます。

システムは、定義したポリシーとパケットを照合し、パケットをどのように処理するかを決

めます。

7. ネットワーク アドレス変換（NAT）が使用される場合、システムはアドレス割り当てを実行

します。

8. システムは、アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）サービス ベクトルをセットアップし

ます。

9. システムがセッションを作成しインストールします。

フローの最初のパケットに対して下された判断は、次の関連するフローに使用するため、フ

ロー テーブルにキャッシュされます。

たとえば、システムは、パケットへの逆ルート ルックアップを行うことにより非対称のト

ラフィックを決定します。このフローの応答トラフィックは、最初のパケットが入ったした

のと同じインターフェースから出る必要があります。そうでないと、そのトラフィックは、

非対称であると見なされ破棄されます。

10.高速経路処理はパケットに適用されます。

高速経路処理

パケットがセッションと一致すると、Junos OS は、以下のように高速経路処理を実行します。
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1. 設定されたスクリーンが適用されます。

2. TCP チェックが実行されます。

3. NAT が適用されます。

4. 転送機能が適用されます。107ページの「転送機能について」 を参照してください。

転送機能について

パケットがセッションベースの処理を通過した後、Junos OS はパケットを準備し、以下のよう

に送信します。

1. ルーティング パケット フィルタが適用されます。

2. トラフィック シェーピングが適用されます。

3. パケットが送信されます。

パケット フィルタおよび CoS トラフィック シェーピングについては、セキュリティ デバイ

ス用 Junos OS サービス クラス設定ガイドを参照してください。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 93ページのJ シリーズ サービス ルーターのステートフルおよびステートレスデータ処理に

ついて

• 1217ページのNAT の概要

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 203ページのALG の概要
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第2部

セキュリティ ゾーンおよびインターフェー
ス

• セキュリティ ゾーンおよびインターフェース 111ページ

• アドレス帳およびアドレス セット 133ページ
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第4章

セキュリティ ゾーンおよびインターフェー
ス

• セキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要 111ページ

• セキュリティ ゾーン 113ページ

• ホスト インバウンド トラフィック 116ページ

• プロトコル 121ページ

• TCP-Reset パラメータ 126ページ

• DNS 127ページ

セキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要

インターフェースは、トラフィックが Juniper Networks デバイスに出入りする戸口の働きを

します。多くのインターフェースがまったく同じセキュリティ要件を共有できます。一方、異

なるインターフェースが、インバウンドおよびアウトバウンド データ パケットに異なるセキュ

リティ要件を適用することもできます。同じセキュリティ要件を持つインターフェースは、単

一のセキュリティ ゾーンにグループ化できます。

セキュリティ ゾーン は、ポリシー経由のインバウンド トラフィックおよびアウトバウンド

トラフィックの規制を要求する 1 つ以上のネットワーク セグメントの集まりです。

セキュリティ ゾーンとは、1 つまたは複数のインターフェースがバインドされた論理エンティ

ティです。さまざまなタイプの Juniper Networks デバイスを使用して、複数のセキュリティ

ゾーンを定義できます。

1 つのデバイス上で複数のセキュリティ ゾーンを設定し、各セグメントの必要を満たすために

様々なセキュリティ オプションを適用するセグメントにネットワークを区分することができま

す。最小限、基本的にネットワークの 1 つのエリアを他から保護する 2 つのセキュリティ

ゾーンを定義する必要があります。セキュリティ プラットフォームには、複数のセキュリティ

アプライアンスを配備しなくても、多数のセキュリティ ゾーンを定義して、ネットワーク セ

キュリティ設計上の細分性を高めることができるものもあります。

セキュリティ ポリシーの視点からは、トラフィックは、1 つのセキュリティ ゾーンに入り、

別のセキュリティ ゾーンから出ます。from-zone と to-zone のこの組み合わせは、コンテキス

トとして定義されます。各コンテキストにはポリシーの順序付けられたリストが含まれます。

ポリシーに関する詳細は145ページの「セキュリティ ポリシーの概要」を参照してください。
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このトピックのセクションは、以下のようになります。

• セキュリティ ゾーン インターフェースについて 112ページ

• インターフェース ポートについて 112ページ

セキュリティ ゾーン インターフェースについて

セキュリティ ゾーンのインターフェースは、TCP/IP トラフィックが、そのゾーンと他のゾー

ンの間を通過する際の出入り口といえます。

ポリシーを定義することによって、ゾーン間のトラフィックが流れる方向を一方向または双方

向に指定できます。ルートを定義することによって、あるゾーンから別のゾーンへ送信される

トラフィックが使用するべきインターフェースを指定します。1 つのゾーンに複数のインター

フェースをバインドできるため、ルートの計画は、選択したインターフェースにトラフィック

を導くために重要です。

インターフェースは、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスあるいはその両方で設定できます。

インターフェース ポートについて

J シリーズ サービス ルーターでは、システムのインターフェース ポートは、デバイスのス

ロットに設置できる物理インターフェース モジュール（PIM）に位置します。さらに、各デバ

イスにはスロット 0 に 4 つの内蔵ギガビット イーサネット ポートがあります。各物理ポー

トには、ポートの他の論理単位と異なるプロパティで設定された多くの論理インターフェース

を備えることができます。

インターフェースは、タイプ、スロット番号、モジュール番号（常に 0）、ポート番号、およ

び論理装置番号によって名前が付けられます。ポート番号は 0 から始まります。インターフェー

ス名には次の形式が使用されます。

type-pim/0/port.logical-unit-number

たとえば、スロット 3 に設置された T1 PIM のポート 1 上のインターフェースは t1-3/0/1

と名付けられます。インターフェース上の論理ユニット 1 は t1-3/0/1.1 と名付けられます。

内蔵のギガビット イーサネット インターフェースは ge-0/0/0 ～ ge-0/0/3 と名付けられま

す。

インターフェースとインターフェース名についての詳細は、セキュリティ デバイス用 Junos

OS インターフェース設定ガイドを参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 113ページの機能ゾーンについて

• 113ページのセキュリティ ゾーンについて

• 114ページの例:セキュリティ ゾーンを作成する

• 116ページのトラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法につ

いて
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セキュリティ ゾーン

• 機能ゾーンについて 113ページ

• セキュリティ ゾーンについて 113ページ

• 例:セキュリティ ゾーンを作成する 114ページ

機能ゾーンについて

機能ゾーンは、管理インターフェースなど、特別な目的に使用されます。現在、管理（MGT）

ゾーンのみがサポートされています。管理ゾーンには次の特性があります。

• 管理ゾーンは管理インターフェースをホストします。

• 管理ゾーンに入るトラフィックはポリシーと一致しません。したがって、管理インターフェー

スで受信された場合、トラフィックは他のインターフェースを通過できません。

• 管理ゾーンは、専用管理インターフェースにのみ使用できます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 111ページのセキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要

• 113ページのセキュリティ ゾーンについて

• 114ページの例:セキュリティ ゾーンを作成する

セキュリティ ゾーンについて

セキュリティ ゾーンはポリシーの構成部分であり、1 つ以上のインターフェースがバインドさ

れる論理エンティティです。セキュリティ ゾーンは、異なるセキュリティ対策を適用するた

め、ホストのグループ（ユーザー システムおよびサーバーなどの他のホスト）およびお互いの

リソースを区別する手段を提供します。

セキュリティ ゾーンには次の特性があります。

• ポリシー — どのトラフィックがファイアウォールを通過できるかの点から中継トラフィック

にルールを実行し、ファイアウォールを通過する際に行う必要があるアクションを実行する

アクティブなセキュリティ ポリシー。詳細は145ページの「セキュリティ ポリシーの概要」

を参照してください。

• スクリーン — Juniper Networks ステートフル ファイアウォールは、1 つのセキュリティ

ゾーンから別のセキュリティ ゾーンへの通過を必要とする接続試行をすべて検査して許可ま

たは拒否することによって、ネットワークの安全を確保します。すべてのセキュリティ ゾー

ンに対して、デバイスが潜在的に危険であると判断した種々のトラフィックを検出しブロッ

クする、定義済みスクリーン オプションの集合を使用可能にできます。詳細は915ページの

「偵察阻止の概要」を参照してください。

• アドレス帳 — ポリシーを適用できるようメンバーを識別するためのアドレス帳を設定する

IP アドレスおよびアドレス セット。アドレス帳の項目では、IPv4 アドレス、IPv6 アドレ

ス、およびドメイン名システム（DNS）名のいずれかを組み合わせることができます。詳細に

ついては139ページの「例：アドレス帳を設定する」を参照してください。
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• TCP-RST — この機能が有効なとき、既存のセッションと一致せず SYNchronize フラグが設定

されていないトラフィックが到着すると、システムは、RESET フラグを設定した TCP セグメ

ントを送信します。

• インターフェース — ゾーンのインターフェースのリスト。

セキュリティ ゾーンには設定済みの以下のゾーンがあります。

• junos-global ゾーン — Junos OS のデフォルト設定で定義され、ユーザーは設定できませ

ん。グローバル ゾーンは、静的 NAT アドレスの記憶エリアとして機能し、他のセキュリティ

ゾーンのようにポリシーで使用できます。

• Trust ゾーン — 工場設定でのみ利用でき、デバイスへの初期接続に使用されます。設定をコ

ミットした後、Trust ゾーンは無効にすることができます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 111ページのセキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要

• 113ページの機能ゾーンについて

• 114ページの例:セキュリティ ゾーンを作成する

例:セキュリティ ゾーンを作成する

この例では、ゾーンを設定し、それらにインターフェースを割り当てる方法を説明します。セ

キュリティ ゾーンを設定するとき、そのパラメータの多くを同時に指定できます。

• 要件 114ページ

• 概要 114ページ

• 設定 114ページ

• 検証 116ページ

要件

始める前に、ネットワーク インターフェースを設定します。セキュリティ デバイス用 Junos

OS インターフェース設定ガイドを参照してください。

概要

セキュリティ ゾーンのインターフェースは、TCP/IP トラフィックが、そのゾーンと他のゾー

ンの間を通過する際の出入り口といえます。

注: デフォルトではインターフェースは null ゾーンにあります。ゾーンに割り当

てられるまで、インターフェースはトラフィックを通過させません。

設定

CLI 簡単構成 素早くゾーンを作成し、それらにインターフェースを割り当てるには、以下のコマンドをコピー

し CLI に貼り付けます。

[edit]
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set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.12.12.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet6 address fa:43::21/96

set security security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

ゾーンを作成し、それらにインターフェースを割り当てるには：

1. イーサネット インターフェースを設定し、それに IPv4 アドレスを割り当てます。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 10.12.12.1/24

2. イーサネット インターフェースを設定し、それに IPv6 アドレスを割り当てます。

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet6 address fa:43::21/96

3. セキュリティ ゾーンを設定し、イーサネット インターフェースにそれを割り当てます。

user@host# set security security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0

結果 設定モードから show security zones security-zone ABC コマンドおよび show interfaces ge-0/0/1

コマンドを入力して、設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、この例の

設定手順を繰り返して調整します。

簡略化のため、この show 出力には、この例に関連する設定のみが含まれます。システムの他

の設定は省略符号（...）で示しています。

[edit]

user@host# show security zones security-zone ABC

...

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

...

}

}

[edit]

user@host# show interfaces ge-0/0/1

...

unit 0 {

family inet {

address 10.12.12.1/24;

}

family inet6 {

address fe:43::21/96;

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。
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検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ログを使ったトラブルシューティング 116ページ

ログを使ったトラブルシューティング

目的 問題点を識別するには、以下のログを使用します。

アクション 動作モードから show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 111ページのセキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要

• 113ページの機能ゾーンについて

• 113ページのセキュリティ ゾーンについて

ホスト インバウンド トラフィック

• トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について 116ページ

• ホスト インバウンド トラフィックに対してサポートされるシステム サービス 117ページ

• 例:トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する 118ページ

トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について

このトピックでは、インターフェースに直接接続されているシステムからデバイスに到達でき

るトラフィックの種類を指定するため、ゾーンを設定する方法を説明します。

以下にご注意ください。

• ゾーン レベルでこれらのパラメータを設定できます。その場合、パラメータは、ゾーンの全

インターフェースに、つまりインターフェース レベルで影響を与えます。（インターフェー

スの設定が、ゾーンの設定より優先されます。）

• 予想されるホスト インバウンド トラフィックをすべて有効にする必要があります。デフォ

ルトでは、このデバイス宛のインバウンド トラフィックは破棄されます。

• さらに、動的ルーティング プロトコルによる使用を許容するようにゾーンのインターフェー

スを設定できます。

この機能によって、直接または間接にインターフェースに接続されているシステムから開始さ

れた攻撃からデバイスを保護できます。また、一定のインターフェース上の一定のアプリケー

ションを使用して管理者が管理できるように、選択的にデバイスを設定することもできます。

ゾーンの同じインターフェースまたは異なるインターフェース上の他のアプリケーションの使

用を禁止できます。たとえば、システムに接続してほしくないので、部外者が Telnet アプリ

ケーションを使用してインターネットからデバイスにログインできないようにします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•
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• 111ページのセキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要

• 117ページのホスト インバウンド トラフィックに対してサポートされるシステム サービス

• 126ページのTCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを識別する方法について

• 118ページの例:トラフィック タイプに基づいたインバウンド トラフィックを制御する

ホスト インバウンド トラフィックに対してサポートされるシステム サービス

このトピックでは、指定されたゾーンまたはインターフェース上のホスト インバウンド トラ

フィックに対してサポートされるシステム サービスを説明します。

たとえば、システムがゾーン ABC のインターフェース 1.3.1.4 に接続されているユーザーが、

ゾーン ABC のインターフェース 2.1.2.4 に Telnet 接続したいとします。このアクションが許

可されるには、Telnet アプリケーションを両インターフェース上で許容インバウンド サービ

スとして設定し、ポリシーがトラフィック送信を許可する必要があります。

117ページの表11 は、ホスト インバウンド トラフィックに使用できるシステム サービスを示

しています。

表11: ホスト インバウンド トラフィックに対するシステム サービス

ホスト インバウンド システム サービス

any-serviceall

fingerdns

httpftp

indent-resethttps

netconfike

pingntp

reverse-telnetreverse-ssh

rpmrlogin

siprsh

snmp-trapsnmp

telnetssh

traceroutetftp

xnm-sslxnm-clear-text
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118ページの表12 は、ホスト インバウンド トラフィックに使用できるサポート済みプロトコル

を示しています。

表12: ホスト インバウンド トラフィック用のプロトコル

プロトコル

bfdall

dvmrpbgp

msdpigmp

nhrpndp

ospf3ospf

pimpgm

ripngrip

vrrpsap

注: すべてのサービス（DHCP と BOOTP を除く）は、ゾーンまたはインターフェー

スごとに設定できます。DHCP 応答を送信するにはサーバーは着信インターフェース

を知っている必要があるので、DHCP サーバーはインターフェースごとにのみ設定さ

れます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 116ページのトラフィック タイプに基づいて着信トラフィックを制御する方法について

• 118ページの例:トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する

例:トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する

この例では、トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを設定する方法を説

明します。

• 要件 118ページ

• 概要 119ページ

• 設定 119ページ

• 検証 121ページ

要件

始める前に
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• ネットワーク インターフェースを設定します。セキュリティ デバイス用 Junos OS インター

フェース設定ガイドを参照してください。

• インバウンド トラフィック タイプについて理解します。116ページの「トラフィック タイプ

に基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について」を参照してください。

概要

システム サービスの実行を許可することにより、インターフェースに直接接続されているシス

テムからデバイスに到達できるトラフィックの種類を指定するため、ゾーンを設定できます。

ゾーン レベルで異なるシステム サービスを設定できます。その場合、パラメータは、ゾーン

の全インターフェースに、つまりインターフェース レベルで影響を与えます。（インターフェー

スの設定が、ゾーンの設定より優先されます。）

予想されるホスト インバウンド トラフィックをすべて有効にする必要があります。デフォル

トでは、デバイスのインターフェースに直接接続されたデバイスからのインバウンド トラフィッ

クは破棄されます。

設定

CLI 簡単構成 トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを素早く設定するには、以下のコ

マンドをコピーし CLI に貼り付けます。

[edit]

set security zones security-zone ABC host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic

system-services telnet

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic

system-services ftp

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic

system-services snmp

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

system-services ftp except

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

system-services http except

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

トラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを設定するには：

1. セキュリティ ゾーンを設定します。
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[edit]

user@host# edit security zones security-zone ABC

2. すべてのシステム サービスに対してインバウンド トラフィックをサポートするようにセ

キュリティ ゾーンを設定します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

3. 最初のインターフェースに対して、インターフェース レベル（ゾーン レベルではない）

で Telnet、FTP、および SNMP システム サービスを設定します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic system-services telnet

user@host# set interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic system-services ftp

user@host# set interfaces ge-0/0/1.3 host-inbound-traffic system-services snmp

4. 次のインターフェースのすべてのシステム サービスに対してインバウンド トラフィック

をサポートするようにセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services all

5. 2 番目のインターフェースから FTP および HTTP システム サービスを除外します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services ftp except

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic system-services http except

結果 設定モードから、show security zones security-zone ABC コマンドを入力して設定を確認しま

す。出力が意図した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show security zones security-zone ABC

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.3 {

host-inbound-traffic {

system-services {

ftp;

telnet;

snmp;

}

}

}
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ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

ftp {

except;

}

http {

except;

}

}

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ログを使ったトラブルシューティング 121ページ

ログを使ったトラブルシューティング

目的 問題点を識別するには、以下のログを使用します。

アクション 動作モードから show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 116ページのトラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法につ

いて

• 117ページのホスト インバウンド トラフィックにサポートされたシステム サービス

プロトコル

• ストリーム制御転送プロトコルの概要 121ページ

• プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について 123ページ

• 例:プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する 124ページ

ストリーム制御転送プロトコルの概要

ストリーム制御転送プロトコル（SCTP）は IP トランスポート層プロトコルです。SCTP は、IP

などのコネクションレス パケット ネットワークの上で動作する確実なトランスポート プロト

コルです。また、単一 IP または多重 IP の場合にネットワークを横断するデータ転送をサポー

トします。SCTP は以下のサービスを提供します。

• 集合サーバー アクセス プロトコル（ASAP）

• ベアラ独立呼制御（BICC）
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• 直接データ配置セグメント チャンク（DDP セグメント）

• 直接データ配置ストリーム セッション制御（DDP ストリーム）

• IUA プロトコルに対する DPNSS/DASS 2 拡張（DUA）

• 端点ハンドルエスケープ冗長性プロトコル（ENRP）

• H.248 プロトコル（H248）

• H.323 プロトコル（H323）

• ISDN ユーザー アダプテーション レイヤ（IUA）

• MTP2 ユーザー ピアツーピア アダプテーション レイヤ（M2PA）

• MTP2 ユーザー アダプテーション レイヤ（M2UA）

• MTP3 ユーザー アダプテーション レイヤ（M3UA）

• Q.IPC

• 予約済み

• シンプル ミドルボックス設定（SIMCO）

• SCCP ユーザー アダプテーション レイヤ（SUA）

• トランスポート アダプタ レイヤ インターフェース（TALI）

• v5.2 ユーザー アダプテーション レイヤ（V5UA）

SCTP は、M3UA、M2UA、または SUA を通して 3G 移動通信ネットワーク用にシグナリング シス

テム 7（SS7）との間で信号メッセージをやりとりできます。SCTP はパケットベースのトラン

スポート プロトコルです。SCTP は、確実で安全な転送、最小限のエンドツーエンド遅延、ネッ

トワーク障害時の短いフェールオーバー時間、および順序転送および順序なし転送を提供しま

す。

設定の概要

セキュリティ デバイスが、すべての SCTP トラフィック上でパケット状態監視を実行できるよ

うにするには、少なくとも 1 つの SCTP プロファイルを設定する必要があります。SCTP トラ

フィックのパケット状態監視は、異常な SCTP パケットを破棄します。SCTP ファイアウォール

は、より深い監視をサポートしています。

• パケット フィルタリング — 特別な SCTP ペイロード プロトコルおよび M3UA サービス用の

ドロップ パケットのプロファイル設定が、パケット フィルタリングを有効にします。

• レート制限 — M3UA サービスでの SCCP のパケット レートを制御します。

SCTP のより深い監視は以下の設定を必要とします。

• SCTP プロファイルの作成

• フィルタリング パラメータと制限パラメータの設定

• SCTP プロファイルをポリシーにバインドする
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注: ポリシーは SCTP トラフィックを許可する必要があります。

設定コマンドの詳細については、Junos OS ソフトウェア CLI リファレンスを参照してくださ

い。

プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について

このトピックでは、指定されたゾーンまたはインターフェース上のインバウンド システム プ

ロトコルを説明します。

ホスト インバウンド トラフィック オプションの下に表示されたプロトコルに対応するホスト

インバウンド トラフィックは許可されます。たとえば、設定のどこかでデフォルト以外のポー

ト番号にプロトコルをマッピングする場合、ホスト インバウンド トラフィック オプションで

プロトコルを指定できます。すると、新しいポート番号が使用されます。123ページの表13 はサ

ポートされるプロトコルを示します。all の値は、以下の全プロトコルからのトラフィックが、

指定されたインターフェース（ゾーンのインターフェースまたは単一の指定されたインター

フェース）への受信で許可されることを示します。

表13: サポートされているインバウンド システム プロトコル

サポートされているシステム サービス

sappimigmpall

vrrpripldpbfd

nhrpripngmsdpbgp

rsvpospfdvmrprouter-discovery

ospf3pgmndp

注: DVMRP または PIM がインターフェースに有効な場合、IGMP と MLD のホスト

インバウンド トラフィックは自動的に有効化されます。ISIS が OSI アドレス指定

を使用し、IP トラフィックを生成しないはずなので、ISIS プロトコルにはホスト

インバウンド トラフィック オプションはありません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 111ページのセキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要

• 116ページのトラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法につ

いて

• 126ページのTCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを識別する方法について

• 124ページの例:プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する

123Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第4章: セキュリティ ゾーンおよびインターフェース



例:プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する

この例では、インターフェースにインバウンド トラフィックを有効にする方法を説明します。

• 要件 124ページ

• 概要 124ページ

• 設定 124ページ

• 検証 125ページ

要件

始める前に

• セキュリティ ゾーンを設定します。114ページの「例：セキュリティ ゾーンを作成する」を

参照してください。

• ネットワーク インターフェースを設定します。セキュリティ デバイス用 Junos OS インター

フェース設定ガイドを参照してください。

概要

ホスト インバウンド トラフィック オプションの下に表示されたプロトコルに対応するホスト

インバウンド トラフィックは許可されます。たとえば、設定のどこかでデフォルト以外のポー

ト番号にプロトコルをマッピングする場合、ホスト インバウンド トラフィック オプションで

プロトコルを指定できます。すると、新しいポート番号が使用されます。

all の値は、プロトコルのすべてからのトラフィックが指定されたインターフェース（ゾーン

のインターフェースまたは単一の指定されたインターフェース）への着信で許可されることを

示します。

設定

CLI 簡単構成 プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを素早く設定するには、以下のコマンドをコ

ピーし CLI に貼り付けます。

[edit]

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols

ospf

set security zones security-zone ABC interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols

ospf3

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを設定するには：

1. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]
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user@host# edit security zones security-zone ABC

2. インターフェースの ospf プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックをサポート

するようにセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols ospf

3. インターフェースの ospf3 プロトコルに基づいてインバウンド トラフィックをサポート

するようにセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols ospf3

結果 設定モードから、show security zones security-zone ABC コマンドを入力して設定を確認しま

す。出力が意図した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show security zones security-zone ABC

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

ospf;

ospf3;

}

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ログを使ってトラブルシューティングする 125ページ

ログを使ってトラブルシューティングする

目的 問題点を識別するには、以下のログを使用します。

アクション 動作モードから show log messages コマンドおよび show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 123ページのプロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について
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TCP-Reset パラメータ

• TCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを識別する方法について 126ページ

• 例:TCP-Reset パラメータを設定する 126ページ

TCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを識別する方法について

TCP-RST 機能が有効なとき、既存のセッションと一致せず SYNchronize フラグが設定されてい

ないトラフィックが到着すると、システムは RESET フラグを設定した TCP セグメントを送信

します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 111ページのセキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要

• 116ページのトラフィック タイプに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法につ

いて

• 123ページのプロトコルに基づいてインバウンド トラフィックを制御する方法について

• 126ページの例:TCP-Reset パラメータを設定する

例:TCP-Reset パラメータを設定する

この例では、ゾーンに TCP-Reset パラメータを設定する方法を説明します。

• 要件 126ページ

• 概要 126ページ

• 設定 126ページ

• 検証 127ページ

要件

始める前に、セキュリティ ゾーンを設定します。114ページの「例：セキュリティ ゾーンを作

成する」を参照してください。

概要

TCP-Reset パラメータ機能が有効なとき、既存のセッションと一致せず SYNchronize フラグが

設定されていないトラフィックが到着すると、システムは、RESET フラグを設定した TCP セグ

メントを送信します。

設定

ステップごとの手順 ゾーンに TCP-Reset パラメータを設定するには：

1. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone ABC

2. ゾーンに TCP-Reset パラメータを設定します。
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[edit security zones security-zone ABC]

user@host# set tcp-rst

3. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

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

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 126ページのTCP-Reset パラメータを使用して重複セッションを識別する方法について

DNS

• DNS の概要 127ページ

• 例:DNS サーバー キャッシングに TTL 値を設定する 128ページ

• 例:DNS サーバーにフォワーダを設定する 129ページ

• DNSSEC の概要 129ページ

• 例:DNSSEC を設定する 130ページ

• 例:DNSSEC に鍵を設定する 130ページ

• 例:DNSSEC にセキュアなドメインおよびトラステッド鍵を設定する 130ページ

DNS の概要

ドメイン名システム（DNS）はホスト名を IP アドレスに変換する分散型階層システムです。DNS

は、ゾーンと呼ばれるセクションに分割されます。各ゾーンには、自身のゾーンに属するクエ

リに応答するネーム サーバーがあります。

このトピックのセクションは、以下のようになります。

• DNS の構成要素 127ページ

• DNS サーバー キャッシング 128ページ

• フォワーダ 128ページ

DNS の構成要素

DNS には主な構成要素が 3 つあります。

• DNS リゾルバ — DNS のクライアント側にあります。ユーザーがホスト名要求を送信すると、

リゾルバは、ホスト名の IP アドレスを要求するためにネーム サーバーに DNS クエリ要求

を送信します。
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• ネーム サーバー — DNS リゾルバから受信した DNS クエリ要求を処理し、リゾルバに IP ア

ドレスを返します。

• リソース レコード — DNS の基本構造および内容を定義するデータ要素。

DNS サーバー キャッシング

DNS ネーム サーバーは、ユーザーにホスト名 IP アドレスを提供する役割を担当します。リ

ソース レコードの TTL フィールドは、DNS クエリ結果がキャッシュされる期間を定義します。

TTL 値が期限切れになると、ネーム サーバーはフレッシュ DNS クエリを送信し、キャッシュ

を更新します。

フォワーダ

DNS サーバーは、クエリを解決できない場合、フォワーダとして設定されている別の DNS サー

バーにクエリを転送します。CLI を使用して、フォワーダとして機能する DNS サーバーを設定

できます。DNS サーバーは、フォワーダとして設定されたサーバーにのみクエリを転送します。

関連項目 128ページの例:DNS ネーム サーバーに TTL 値を設定する•

• 129ページの例:DNS サーバーにフォワーダを設定する

• 129ページのDNSSEC の概要

例:DNS サーバー キャッシングに TTL 値を設定する

この例では、DNS クエリー結果がキャッシュされる期間を定義するため、DNS サーバー キャッ

シュに TTL 値を設定する方法を説明します。

• 要件 128ページ

• 概要 128ページ

• 設定 128ページ

• 検証 129ページ

要件

デバイス初期化以上の特別な設定は、この作業を実行する前には必要ありません。

概要

DNS ネーム サーバーは、リソース レコードの TTL フィールドで指定された TTL 期間の間、

そのキャッシュに DNS クエリ応答を保管します。TTL 値が期限切れになると、ネーム サーバー

はフレッシュ DNS クエリを送信し、キャッシュを更新します。TTL 値は 0～604,800 秒に設定

できます。否定キャッシュされた応答の TTL 値も設定できます。否定キャッシュとは、値が存

在しないレコードを保管することです。この例では、キャッシュ（および否定キャッシュ）さ

れた応答の最大 TTL 値を 86,400 秒に設定します。

設定

ステップごとの手順 DNS サーバー キャッシュに TTL 値を設定するには：

1. キャッシュされた応答に対して最大 TTL 値を秒単位で指定します。

[edit]
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user@host# set system services dns max-cache-ttl 86400

2. 否定キャッシュされた応答に対して最大 TTL 値を秒単位で指定します。

[edit]

user@host# set system services dns max-ncache-ttl 86400

3. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 127ページのDNS の概要

例:DNS サーバーにフォワーダを設定する

フォワーダとして機能するように DNS サーバーを設定できます。DNS サーバーは、自分が処理

できない DNS クエリをフォワーダとして設定された他のサーバーに転送します。以下の例で

は、IP アドレスが 10.100.11.24 である DNS サーバーをフォワーダとして機能するよう設定

する方法を説明します。

edit

user@host# set system services dns forwarders 10.100.11.24

関連項目 127ページのDNS の概要•

DNSSEC の概要

Junos OS デバイスは、ドメイン名サービス セキュリティ拡張（DNSSEC）標準をサポートして

います。DNSSEC は、公開鍵ベースの署名を使用してデータの認証および完全性検証を提供する

DNS の拡張です。

DNSSEC では、DNS の全リソース レコードが、ゾーン オーナーの秘密鍵で署名されています。

DNS リゾルバは、署名を検証するために、オーナーの公開鍵を使用します。ゾーン オーナー

は、リソース レコードのハッシュを暗号化するために秘密鍵を生成します。秘密鍵は RRSIG

レコードに保管されます。対応する公開鍵は DNSKEY レコードに保管されます。リゾルバは、

RRSIG を解読するために公開鍵を使用し、変更されていないことを確認するために、結果をリ

ソース レコードのハッシュと比較します。

同様に、公開 DNSKEY のハッシュは、親ゾーンの DS レコードに保管されます。ゾーン オー

ナーは、公開鍵のハッシュを暗号化するために秘密鍵を生成します。秘密鍵は RRSIG レコード

に保管されます。リゾルバは、DS レコードおよび対応する RRSIG レコードと公開鍵を取得し

ます。リゾルバは、公開鍵を使用して RRSIG レコードを解読し、変更されていないことを確認

するために、結果を公開 DNSKEY のハッシュと比較します。これによって、リゾルバとネーム

サーバーとの間に信用の連鎖が確立されます。

関連項目 127ページのDNS の概要•

• 130ページの例:DNSSEC に鍵を設定する
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• 130ページの例:DNSSEC にセキュアなドメインおよびトラステッド鍵を設定する

例:DNSSEC を設定する

DNS 対応のデバイスは、ループバック アドレス 127.0.0.1 または ::1 でリッスンする DNS

リゾルバ（プロキシ）を実行します。DNS リゾルバは、DNSSEC のためにホスト名解決を実行し

ます。DNS リゾルバが、DNS の代わりに DNSSEC に DNS クエリをすべて転送するように、ユー

ザーは、ネーム サーバー IP アドレスを 127.0.0.1 または ::1 に設定する必要があります。

ネーム サーバー IP アドレスが設定されていない場合、DNSSEC の代わりに DNS がすべてのク

エリを処理します。

以下の例は、サーバー IP アドレスを 127.0.0.1 に設定する方法を示しています。

[edit]

user@host# set system name-server 127.0.0.1

DNSSEC 機能はデフォルトで有効になっています。以下の CLI コマンドを使用して、サーバー

で DNSSEC を無効にすることができます。

[edit]

set system services dns dnssec disbale

関連項目 129ページのDNSSEC の概要•

例:DNSSEC に鍵を設定する

ファイルから公開鍵をロードできます。または、端末から鍵ファイルをコピーし貼り付けるこ

とができます。いずれの場合でも、ファイルではなく設定に鍵を保存する必要があります。以

下の例は、ファイルから鍵をロードする方法を示しています。

[edit system services dns dnssec trusted-keys]

#load-key filename

以下の例は、端末から鍵をロードする方法を示しています。

[edit system services dns dnssec trusted-keys]

# set key 「...貼り付けたテキスト...」

ファイルまたは端末から鍵をロードし終えた場合は、CLI エディタの commit をクリックしま

す。

関連項目 130ページの例:DNSSEC にセキュアなドメインおよびトラステッド鍵を設定する•

例:DNSSEC にセキュアなドメインおよびトラステッド鍵を設定する

この例では、DNSSEC にセキュアなドメインおよびトラステッド鍵を設定する方法を説明しま

す。

• 要件 131ページ

• 概要 131ページ

• 設定 131ページ

• 検証 132ページ
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要件

DNS リゾルバが、DNS の代わりに DNSSEC に DNS クエリをすべて転送するように、ネーム サー

バー IP アドレスを設定します。詳細については130ページの「例：DNSSEC を設定する」を参照

してください。

概要

セキュアなドメインを設定し、そのドメインにトラステッド鍵を割り当てることができます。

DNSSEC が有効な場合、署名された応答と無署名の応答の両方を検証できます。

そのドメインへの無署名の応答はすべて無視され、サーバーは、無署名の応答に対してクライ

アントに SERVFAIL エラー コードを返します。ドメインがセキュアなドメインとして設定され

ていない場合、無署名の応答は受理されます。

サーバーは、署名付きの応答を受信すると、応答の DNSKEY が、設定されているトラステッド

鍵のいずれかと一致するかどうかをチェックします。一致を発見すると、サーバーは、その署

名付き応答を受理します。

署名付き応答を検証するため、セキュアなドメインに DNS ルート ゾーンをトラステッド アン

カーとしてアタッチすることもできます。サーバーは、署名付き応答を受信すると、DS レコー

ドについて DNS ルート ゾーンにクエリします。DS レコードを受信すると、サーバーは、DS

レコードの DNSKEY が、署名付き応答の DNSKEY と一致するかどうかをチェックします。一致

を発見すると、サーバーは、その署名付き応答を受理します。

設定

CLI 簡単構成 素早く DNSSEC にセキュアなドメインを設定しトラステッド鍵およびトラステッド アンカーで

それらをセキュアにするには、以下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set system services dns dnssec secure-domains domain1.net

set system services dns dnssec secure-domains domain2.net

set system services dns dnssec trusted-keys key domain1.net.25633CJ5K3h

set system services dns dnssec dlv domain domain2.net trusted-anchor dlv.isc.org

ステップごとの手順 DNSSEC にセキュアなドメインおよびトラステッド鍵を設定するには：

1. domain1.net と domain2.net をセキュアなドメインとして設定します。

[edit]

user@host# set system services dns dnssec secure-domains domain1.net

user@host# set system services dns dnssec secure-domains domain2.net

2. トラステッド鍵を domain1.net に設定します。

[edit]

user@host# set system services dns dnssec trusted-keys key "domain1.net.25633CJ5K3h"

3. セキュアなドメインにルート ゾーン div.isc.org をトラステッド アンカーとしてアタッ

チします。

[edit]

user@host# set system services dns dnssec dlv domain domain2.net trusted-anchor

dlv.isc.org

131Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第4章: セキュリティ ゾーンおよびインターフェース



結果 設定モードから、show system services コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図し

た設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

dns {

dnssec {

trusted-keys {

key domain1.net.25633CJ5K3h; ## SECRET-DATA

}

dlv {

domain domain2.net trusted-anchor dlv.isc.org;

}

secure-domains {

domain1.net;

domain2.net;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• DNSSEC 設定のセキュアなドメインおよびトラステッド鍵を確認する 132ページ

DNSSEC 設定のセキュアなドメインおよびトラステッド鍵を確認する

目的 DNSSEC 設定のセキュアなドメインおよびトラステッド鍵に関する情報を確認します。

アクション 動作モードから show system services コマンドを入力します。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 129ページのDNSSEC の概要

• 130ページの例:DNSSEC に鍵を設定する
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第5章

アドレス帳およびアドレス セット

• セキュリティ ポリシー アドレス帳およびアドレス セットの概要 133ページ

• アドレス帳について 134ページ

• アドレス セットについて 135ページ

• アドレスおよびアドレス セットの制限 138ページ

• 例:アドレス帳を設定する 139ページ

• アドレス帳設定を確認する 141ページ

セキュリティ ポリシー アドレス帳およびアドレス セットの概要

各セキュリティ ゾーンにはアドレス帳があります。2 つのゾーン間にポリシーをセットアップ

する前に、各ゾーンのアドレス帳のアドレスを定義する必要があります。多くのアドレスを持

つアドレス帳を管理するために、アドレス セットと呼ばれるアドレスのグループを作成できま

す。

セキュリティ ゾーンは、同じセキュリティ要件を持つインターフェースの論理グループです。

各セキュリティ ゾーンにはアドレス帳があります。2 つのゾーン間にポリシーをセットアップ

する前に、各ゾーンのアドレス帳のアドレスを定義する必要があります。ゾーンのアドレス帳

は、ゾーンに属するアドレス指定可能なネットワークおよびエンド ホスト（したがってユー

ザー）の項目を含む必要があります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 134ページのアドレス帳について

• 135ページのアドレス セットについて

• 139ページの例:アドレス帳を設定する

• 141ページのアドレス帳設定を確認する
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アドレス帳について

アドレス帳には以下のガイドラインが適用されます。

• セキュリティ ゾーンのアドレス帳には、ホストまたはサブネットの IP アドレスやドメイン

名があります。ホストやサブネットのトラフィックには、許可、ブロック、暗号化、または

ユーザー認証のいずれかが行われます。

• アドレス帳はアドレス セットを持つことができます。各アドレス セットには名前およびア

ドレス名のリストがあります。

• 同じゾーンのアドレスおよびアドレス セットは別個の名前を持つ必要があります。

• アドレスは、ゾーンのセキュリティ要件に準拠しなければなりません。

• アドレス帳の項目では、IPv4 アドレス、IPv6 アドレス、およびドメイン名システム（DNS）

名のいずれかを組み合わせることができます。

注: （アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ設定の既存のサポートに加えて）

アクティブ/アクティブ シャーシ クラスタ設定での IPv6 アドレスのサポート

が、Junos OS リリース 10.4 に追加されました。

• デフォルトでは DNS に対して IPv4 アドレスと IPv6 アドレスを解決できます。IPv4 アド

レスまたは IPv6 アドレスが指定されている場合、それぞれキーワード ipv4-only および

ipv6-only を使用して、それらのアドレスのみを解決できます。

• 定義済みのアドレス any-ipv4 および any-ipv6 が、各セキュリティ ゾーンに対して自動的

に作成されます。

• セキュリティ ゾーンのアドレス帳は、そのゾーン内で到達可能な IP アドレスをすべて含ん

でいなければなりません。

ポリシーは、ソースと宛先の両方のゾーンおよびアドレスを含んでいます。ポリシーでは、ア

ドレスは、ゾーン アドレス帳で付けた名前によって参照されます。

• トラフィックをゾーンに送信すると、トラフィックが送信先のゾーンおよびアドレスが、宛

先ゾーンおよびアドレス一致基準としてポリシーで使用されます。

• トラフィックがゾーンから送信されると、送信元のゾーンおよびアドレスが、一致ソース

ゾーンおよびアドレスとしてポリシーで使用されます。

アドレス帳設定の構文およびオプションに関する詳細は、Junos OS CLI リファレンスを参照し

てください。
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注: アドレスは、プレフィックス/長さ形式のネットワーク プレフィックスとして指

定します。たとえば、ネットワーク プレフィックスに変換されるので、1.2.3.0/24

は許容できるアドレス帳アドレスです。一方、24 ビットのサブネット長を超過する

ので、1.2.3.4/24 はアドレス帳には許容できません。サブネット長を超えるものは

すべて 0（ゼロ）と入力しなければなりません。特別なシナリオでは、32 ビットの

アドレス長をすべて使用できるので、ホスト名を入力できます。

IPv6 アドレス プレフィックスは、IPv6 プレフィックス（アドレス）とプレフィッ

クス長の組み合わせです。プレフィックスは、ipv6-prefix/prefix-lengthの形式を

とり、アドレス空間（またはネットワーク）のブロックを表します。ipv6-prefix

変数は、一般的な IPv6 アドレス指定ルールに従います。/prefix-length 変数は、

アドレスのネットワーク部分を構成する、アドレスの連続した上位ビット数を示す

十進値です。たとえば、10FA:6604:8136:6502::/64 は可能な IPv6 プレフィックス

です。IPv6 アドレスおよびアドレス プレフィックスのテキスト表現に関する詳細

は、RFC 4291, IP Version 6 Addressing Architecture を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 133ページのセキュリティ ポリシー アドレス帳およびアドレス セットの概要

• 135ページのアドレス セットについて

• 139ページの例:アドレス帳を設定する

• 168ページの例:スケジューラを設定する

アドレス セットについて

アドレス帳が大きくなって多くのアドレスを含み、管理が困難になる場合があります。多くの

アドレスを持つアドレス帳を管理するために、アドレス セットと呼ばれるアドレスのグループ

を作成できます。個々のアドレス帳項目のように、ポリシーのアドレス セットを参照できま

す。

以下の例は、グリーン ゾーンのアドレスおよびアドレス セットを示しています。

user@host# set security zones security-zone green address-book address src_addr1 64.10.4.44/32

user@host# set security zones security-zone green address-book address src_addr2 64.10.9.28/32

user@host# set security zones security-zone green address-book address src_addr3 10.10.10.0/24

user@host# set security zones security-zone green address-book address src_addr4 fa:43::/96

user@host# set security zones security-zone green address-book address src_addr5

fe80::210:dbff:feff:1000/64

user@host# set security zones security-zone green address-book address src_addr6 0001:db8:1::1/127

user@host# set security zones security-zone green address-book address bbc dns-name www.bbc.com

user@host# set security zones security-zone green address-book address-set my_source_addresses

address src_addr1

user@host# set security zones security-zone green address-book address-set my_source_addresses

address src_addr2

user@host# set security zones security-zone green address-book address-set my_source_addresses

address src_addr3

user@host# set security zones security-zone green address-book address-set my_source_addresses

address src_addr4

user@host# set security zones security-zone green address-book address-set my_source_addresses

address src_addr5
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user@host# set security zones security-zone green address-book address-set my_source_addresses

address src_addr6

user@host# show security zones security-zone green

address-book {

address src_addr1 64.10.4.44/32;

address src_addr2 64.10.9.28/32;

address src_addr3 10.10.10.0/24;

address src_addr4 fa:43::/96;

address src_addr5 fe80::210:dbff:feff:1000/64;

address src_addr6 0001:db8:1::1/127;

address bbc {

dns-name www.bbc.com;

}

address-set my_source_addresses {

address src_addr1;

address src_addr2;

address src_addr3;

address src_addr4;

address src_addr5;

address src_addr6;

}

}

アドレス セットの設定の構文およびオプションに関する詳細は、Junos OS CLI リファレンス

を参照してください。

注: 各アドレス セットについて、システムがそのメンバーに対して個別のルールを

作成することを考慮してください。各ユーザーに設定された各サービスだけでなく、

グループの各メンバーにも内部ルールが作成されます。これを考慮せずにアドレス

帳を設定すると、特にソース アドレスと宛先アドレスがともにアドレス グループ

であり、指定されたサービスがサービス グループである場合は、利用可能なポリ

シー リソース数を超える場合があります。

ポリシーにアドレスを追加するとき、アドレスの同じサブセットに複数のポリシーが存在する

場合があり、ポリシーが各アドレス項目にどのように影響するかを管理するのが困難になりま

す。Junos OS では、アドレス セットと呼ばれるアドレスのグループを作成できます。多くの

個別のアドレス項目を管理するのではなく、アドレス セット内に複数のアドレスを追加して少

数のアドレス セットを管理できるので、アドレス セットによってプロセスが簡単になります。

137ページの図9 を参照してください。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.136

Junos OS セキュリティ設定ガイド



図 9: アドレス セット

アドレス セット オプションは、次の機能を備えています。

• 任意のゾーンでアドレス セットを作成できます。

• 既存のユーザーを用いてアドレス セットを作成したり、空のアドレス セットを作成した後

にユーザーを追加することできます。

• 個別のアドレス帳項目のように、ポリシーのアドレス セット項目を参照できます。

注: Junos OS は、各アドレス セットのメンバーにポリシーを自動的に適用しま

す。したがって、各アドレスに対して 1 つずつポリシーを作成する必要はありま

せん。

• アドレス帳から個別のアドレス帳項目を削除するとき、すべてのアドレス セットから（参照

元に関係なく）アドレスを削除しなければなりません。

アドレス セットには次の制約があります。

• アドレス セットを設定するには、アドレス帳に複数のアドレスが必要です。

• アドレス セットには、同じセキュリティ ゾーンに属するアドレス名だけを含めることがで

きます。
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• アドレス名と同じアドレス セット名は使用できません。たとえば、Paris という名前が個別

のアドレス項目のアドレスに使用されている場合、それをアドレス セット名に使用すること

はできません。

• アドレス セットがポリシーで参照されている場合、ポリシーでその参照を削除せずにそのア

ドレス セットを削除することはできません。ただし、編集することはできます。

• 定義済みのアドレス セット any は、any-ipv4 アドレスと any-ipv6 アドレスの両方を含み、

各セキュリティ ゾーンに対して自動的に作成されます。

• 定義済みのアドレス any をアドレス帳に追加することはできません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 133ページのセキュリティ ポリシー アドレス帳およびアドレス セットの概要

• 134ページのアドレス帳について

• 139ページの例:アドレス帳を設定する

• 168ページの例:スケジューラを設定する

• 138ページのアドレスおよびアドレス セットの制限

アドレスおよびアドレス セットの制限

SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスでは、アドレス セットの制限アドレス数を増やしま

した。現在、アドレス セットのアドレス数はデバイスに依存し、ポリシーがサポートするアド

レス数と等しくなっています。

138ページの表14 では、設定制限を大きくするためのデバイスごとのアドレス セットの詳細を

説明しています。

表14: SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス上のアドレス セットのアドレ
ス数

アドレス セットデバイス

1024デフォルト

1024SRX100 ハイ メモリ

512SRX100 ロー メモリ

1024SRX210 ハイ メモリ

512SRX210 ロー メモリ

1024SRX240 ハイ メモリ

512SRX240 ロー メモリ

1024SRX650
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表14: SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス上のアドレス セットのアドレ
ス数 （続き）

アドレス セットデバイス

1024SRX3400

1024SRX3600

1024SRX5600

1024SRX5800

1024J シリーズ

例:アドレス帳を設定する

この例では、アドレス帳およびアドレス セットをゾーンに設定する方法を説明します。

• 要件 139ページ

• 概要 139ページ

• 設定 139ページ

• 検証 140ページ

要件

始める前に、この例で必要なゾーンを設定します。114ページの「例：セキュリティ ゾーンを作

成する」を参照してください。

概要

この例では、IntranetGREEN ゾーンのアドレス帳にアドレスおよびアドレス セットを設定しま

す。このゾーンには、同じサブネットに属するサーバーが含まれます。ゾーン アドレス リス

トにサーバーの個別のアドレスを追加して、あるサーバーへのアクセス権を持つが他のサーバー

へのアクセス権を持たないユーザーを収容できます。さらに、単一のアドレス指定可能なエン

ティティにサーバーをまとめるために、アドレス セットを追加できます。

設定

CLI 簡単構成 IntranetGREEN ゾーンへのアドレス帳項目を素早く設定するには、以下のコマンドをコピーし、

CLI に貼り付けます。

[edit]

set security zones security-zone IntranetGREEN address-book address G1 10.1.10.0/24

set security zones security-zone IntranetGREEN address-book address G2 192.168.0.0/16

set security zones security-zone IntranetGREEN address-book address-set SerAll address

G1

set security zones security-zone IntranetGREEN address-book address-set SerAll address

G2
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

アドレス帳項目を設定するには：

1. セキュリティ ゾーンを作成します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone IntranetGREEN

2. アドレス帳を作成し、アドレス項目を割り当てます。

[edit security zones security-zone IntranetGREEN]

user@host# set address-book address G1 10.1.10.0/24

3. 別のアドレス帳を作成し、アドレス項目を割り当てます。

[edit security zones security-zone IntranetGREEN]

user@host# set address-book address G2 192.168.0.0/16

4. ステップ 2 の全項目にアドレス セットを設定します。

[edit security zones security-zone IntranetGREEN]

user@host# set address-book address-set serAll address G1

5. ステップ 3 の全項目に別のアドレス セットを設定します。

[edit security zones security-zone IntranetGREEN]

user@host# set address-book address-set serAll address G2

結果 設定モードから、show security zones security-zone IntranetGREEN コマンドを入力して設定を

確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整し

ます。

[edit]

[user@host]show security zones security-zone IntranetGREEN

address-book {

address G1 10.1.10.0/24;

address G2 192.168.0.0/16;

address-set serAll {

address G1;

address G2;

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• アドレス帳項目を確認する 140ページ

アドレス帳項目を確認する

目的 デバイスで現在設定されているアドレス帳項目のリストを確認します。

アクション 動作モードから show security zones コマンドを入力します。
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 133ページのセキュリティ ポリシー アドレス帳およびアドレス セットの概要

• 141ページのアドレス帳設定を確認する

アドレス帳設定を確認する

目的 アドレス帳とゾーンに関する情報を表示します。

アクション show security zones CLI コマンドを使用して、アドレス帳およびアドレス セットの設定を確認

します。以下の出力が得られます。

user@host# show security zones security-zone green

address-book {

address src_addr1 64.10.4.44/32;

address src_addr2 64.10.9.28/32;

address src_addr3 10.10.10.10/24;

address bbc {

dns-name www.bbc.com;

}

address-set my_source_addresses {

address src_addr1;

address src_addr2;

address src_addr3;

}

}

意味 出力は、指定されたアドレス帳で設定された全アドレスに関する情報を表示します。以下の情

報を確認します。

• 設定されたアドレスが、適切なアドレス帳に属する。

• 設定されたアドレス帳が、適切なゾーンに属する。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 133ページのセキュリティ ポリシー アドレス帳およびアドレス セットの概要

• 138ページのアドレスおよびアドレス セットの制限

• 139ページの例:アドレス帳を設定する

• 168ページの例:スケジューラを設定する
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第3部

セキュリティ ポリシー

• セキュリティ ポリシー 145ページ

• セキュリティ ポリシー スケジューラ 167ページ

• セキュリティ ポリシー アプリケーション 173ページ
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第6章

セキュリティ ポリシー

• セキュリティ ポリシーの概要 145ページ

• セキュリティ ポリシー ルールについて 147ページ

• セキュリティ ポリシー要素について 150ページ

• セキュリティ ポリシー設定の概要 150ページ

• ファイアウォール ウィザードを使用してポリシーを設定する 151ページ

• 例:全トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを設定 151ページ

• 例:選択されたトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの設定 156ページ

• セキュリティ ポリシーの順序について 160ページ

• 例:ポリシーの再順序付け 162ページ

• セキュリティ ポリシーをトラブルシューティングする 163ページ

• ポリシー統計を監視する 164ページ

• セキュリティ ポリシーと照合する 165ページ

セキュリティ ポリシーの概要

インターネットの出現と共に、インターネット接続を使用する企業にとって安全なネットワー

クは不可欠になりました。企業に対してネットワークの安全を確保できる前に、ネットワーク

セキュリティー ポリシーは、その企業内の全ネットワーク リソースの概要を把握し、それら

のリソースに必要なセキュリティ レベルを明らかにする必要があります。また、ネットワーク

セキュリティー ポリシーは、セキュリティ脅威およびそのような脅威に対して行うアクション

を定義します。Junos OS ステートフル ファイアウォール ポリシーはツール群を提供し、ネッ

トワーク管理者は、それらを使用して、組織にネットワーク セキュリティを実装できます。

Junos OS ステートフル ファイアウォールでは、セキュリティ ポリシーは、どのトラフィック

がファイアウォールを通過できるかの点から中継トラフィックに対するルールを実行し、また、

ファイアウォールを通過する際に行う必要があるアクションを実行します。セキュリティ ポリ

シーの視点からは、トラフィックは、1 つのセキュリティ ゾーンに入り、別のセキュリティ

ゾーンから出ます。from-zone と to-zone のこの組み合わせは、コンテキストと呼ばれます。

各コンテキストにはポリシーの順序付けられたリストが含まれます。各ポリシーは、コンテキ

スト内で定義された順序で処理されます。

セキュリティ ポリシーは、ユーザー インターフェースから設定でき、予定された時刻に指定

された IP ソースから指定された IP 宛先まで許可されるトラフィックの種類を定義すること

によって、あるゾーンから別のゾーンへのトラフィック フローを制御します。
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ポリシーを使用して、1 つのセキュリティ ゾーンから別のセキュリティ ゾーンへと通過しよ

うとしているトラフィックの拒否、許可、リジェクト（拒否して TCP RST または ICMP ポート

到達不能メッセージをソース ホストに送信）、暗号化と解読、認証、優先順位の設定、スケ

ジュール、フィルタ、監視を行うことができます。どのユーザーと何のデータが出入り可能で、

いつどこに転送できるかを決定します。

注: 仮想システムをサポートする J シリーズまたは SRX シリーズのデバイスでは、

ルート システムで設定されたポリシーは、仮想システムで設定されたポリシーには

影響を及ぼしません。

J シリーズまたは SRX シリーズのデバイスは、1 つのセキュリティ ゾーンからもう 1 つのセ

キュリティ ゾーンへの通路を必要とするすべての接続試行を検査し、許可または拒否すること

によってネットワークを保護します。

セッション初期化（session-init）またはセッション終了（session-close）段階の間に、セキュ

リティ ポリシーと共にロギング機能も有効にできます。

• 拒否された接続からのログを参照するには、session-init でログを有効化します。

• 終了/テアダウンの後にセッションをログに記録するには、session-close でログを有効化し

ます。

注: セッション ログはフロー コードにてリアルタイムで有効化されますが、これ

はユーザーのパフォーマンスに影響を与えます。session-close および session-init

の両方が有効な場合、session-init のみが有効な場合と比較してパフォーマンスは

さらに低下します。

デフォルトでは、デバイスは、ゾーン内およびゾーン間の方向を含めて、全方向のトラフィッ

クをすべて拒否します。ポリシーを作成して、ゾーンからゾーンへのトラフィック フローを制

御できます。それには、指定したソースから指定した宛先までスケジュールした時間に通過を

許可するトラフィック種類を定義します。

最も広範囲なレベルでは、1 つのゾーンの任意のソースから他のゾーンの任意の宛先へ通過す

る全種類のトラフィックをスケジュールの制約なく許可することができます。最も狭いレベル

では、あるゾーンの指定したホストと他のゾーンの指定したホストとの間で、1 種類のトラ

フィックだけをスケジュールした時間の間許可するポリシーを作成できます。147ページの図10

を参照してください。
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図 10: デフォルト ポリシー
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パケットが、あるゾーンから別のゾーンへ、または同じゾーンにバインドされた 2 つのイン

ターフェース間で通過を試みるたびに、デバイスは、そのようなトラフィックを許可するポリ

シーがないかチェックします（113ページの「セキュリティ ゾーンについて」および174ページ

の「ポリシー アプリケーション セットの概要」を参照）。トラフィックが、あるセキュリティ

ゾーンから別のセキュリティ ゾーンへ、たとえばゾーン A からゾーン B へ通過するのを許可

するには、ゾーン A がゾーン B にトラフィックを送信することを許可するポリシーを設定す

る必要があります。

データ トラフィックがゾーン間を通過するのを許可するには、ファイアウォール ポリシーを

設定する必要があります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 147ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 150ページのセキュリティ ポリシー要素について

• 150ページのセキュリティ ポリシー設定の概要

• 160ページのセキュリティ ポリシーの順序について

• 111ページのセキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要

セキュリティ ポリシー ルールについて

セキュリティ ポリシーは、コンテキスト（from-zone から to-zone へ）内の通過トラヒックに

セキュリティ ルールを適用します。各ポリシーは、その名前によって一意に識別されます。ト

ラフィックは、ソース ゾーンと宛先ゾーン、ソース アドレスと宛先アドレス、およびプロト
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コル ヘッダーでトラフィックが運ぶアプリケーションとデータ プレーンのポリシー データ

ベースとを照合することにより分類されます。

各ポリシーは以下の特性と関連します。

• ソース ゾーン

• 宛先ゾーン

• 1 つまたは多くのソース アドレス名またはソース アドレス セット名

• 1 つまたは多くの宛先アドレス名または宛先アドレス セット名

• 1 つまたは多くのアプリケーション名またはアプリケーション セット名

これらの特性は一致基準と呼ばれます。各 ポリシーには、許可、拒否、リジェクト、カウン

ト、ログおよび VPN トンネルといった関連付けられたアクションもあります。ポリシー、ソー

ス アドレス、宛先アドレス、およびアプリケーション名を設定するときには、一致条件引数を

指定する必要があります。

ワイルドカード項目 any を使用して、IPv4 アドレスまたは IPv6 アドレスでポリシーを設定

するように指定できます。フロー サポートが IPv6 トラフィックに有効でないとき、any は

IPv4 アドレスと一致します。たとえば、一致基準に IPv4 アドレスと IPv6 アドレスの両方を

含めたい場合、any を使用します。また、ソース アドレスと宛先アドレスの一致基準にワイル

ドカード anyipv4 または anyipv6 を指定して、それぞれ IPv4 アドレスのみ、または IPv6 ア

ドレスのみを含めることができます。

特定のアプリケーションを指定したくない場合は、デフォルト アプリケーションとして any

を入力します。デフォルト アプリケーションを調べるには、設定モードから show groups

junos-defaults | find applications (predefined applications) を入力します。たとえば、アプ

リケーション名を指定しなければ、アプリケーションにワイルドカードを使用してポリシーが

インストールされます（デフォルト）。したがって、あるポリシーで他のパラメータが一致す

るデータ トラフィックは、データ トラフィックのアプリケーション タイプに関係なくポリ

シーと一致します。

トラフィックが一致する最初のポリシーのアクションが、パケットに適用されます。一致する

ポリシーがない場合、パケットは破棄されます。ポリシーは上から下へと検索されます。した

がって、リストの上の方に、より特殊なポリシーを置くのが適切です。また、IPsec VPN トン

ネル ポリシーを上の方に置くべきです。特定のユーザーによる全インターネット アプリケー

ションへのアクセスを許可するポリシーなど、より一般的なポリシーをリストの下の方に置き

ます。たとえば、deny-all または reject-all ポリシーを一番下に配置します。特定のポリ

シーが先に解析され、正当なトラフィックが許可、カウント、ログ記録されます。

注: IPv6 アドレスのサポートが Junos OS リリース 10.2 に追加され、（アクティ

ブ/パッシブ シャーシ クラスタ設定の既存のサポートに加えて）アクティブ/アク

ティブ シャーシ クラスタ設定での IPv6 アドレスのサポートが、Junos OS リリー

ス 10.4 に追加されました。

ポリシーがルックアップされるのは、フロー処理の間、ファイアウォール フィルタおよびスク

リーンが処理され、ルート ルックアップがサービス処理装置（SPU）によって完了した後です
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（ハイエンド SRX シリーズ デバイスの場合）。ポリシーのルックアップは、宛先ゾーン、宛

先アドレス、および退出インターフェースを決定します。

ポリシーを作成しているとき、以下のポリシー ルールが適用されます。

• セキュリティ ポリシーは fromzone から tozone の方向に設定されます。特定のゾーン方向

の下で、各セキュリティ ポリシーには名前、一致基準、アクション、および様々なオプショ

ンが含まれます。

• ポリシー名、一致基準、およびアクションは必須です。

• ポリシー名はキーワードです。

• 一致基準のソース アドレスは、from-zone の中の 1 つ以上のアドレス名またはアドレス セッ

ト名から構成されます。

• 一致基準の宛先アドレスは、to-zone の中の 1 つ以上のアドレス名またはアドレス セット

名から構成されます。

• 一致基準のアプリケーション名は、1 つ以上のアプリケーションまたはアプリケーション

セットの名前から構成されます。

• permit、deny、reject、count、log のアクションのうちの 1 つが必要です。

• ログが有効なとき、デフォルトでは、システムは、セッション終了（session-close）時にロ

グに記録します。セッション作成時のログを有効にするには、session-init コマンドを使用

します。

• カウント アラームがオンの場合、オプションで、1 秒間のバイト数および 1 分間のキロバ

イト数でアラームしきい値を指定できます。

• 以下の条件の場合を除き、from-zone または to-zone のいずれかとして global を指定する

ことはできません。

静的 NAT または受信 NAT のいずれかがポリシーで設定されていることを示すため、グロー

バル ゾーンに to-zone を設定しているポリシーは、単一の宛先アドレスを持つ必要があり

ます。

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイでは、NAT とのポリシー許可オプションは単純化され

ています。オプションで、各ポリシーは、NAT 変換を許可するか、NAT 変換を許可しないか、

または気にかけないかを示します。

• アドレス名は、以下の予約されたプレフィックスで始めることはできません。これらは、ア

ドレス NAT 設定にのみ使用されます。

• static_nat_

• incoming_nat_

• junos_

• アプリケーション名を予約されたプレフィックス junos_ で始めることはできません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 150ページのセキュリティ ポリシー要素について
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• 150ページのセキュリティ ポリシー設定の概要

• 160ページのセキュリティ ポリシーの順序について

セキュリティ ポリシー要素について

ポリシーは、2 点の間で一方向に、指定されたタイプのトラフィックの許可、拒否、またはト

ンネリングを行います。

各ポリシーは以下のものから構成されます。

• ポリシーの一意の名前。

• from-zone および to-zone。たとえば、user@host# set security policy from-zone untrust

to-zone untrust

• ポリシー ルールを適用するために満たす必要がある条件を定義する一致基準の集合。一致基

準は、ソース IP アドレス、宛先 IP アドレス、およびアプリケーションに基づきます。

• 一致した場合に実行されるアクション、permit、deny、または reject。

• 課金要素および監査要素、カウント、ログ、または構造化システム ログ。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• Junos OS CLI リファレンス

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 147ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 150ページのセキュリティ ポリシー設定の概要

• 160ページのセキュリティ ポリシーの順序について

セキュリティ ポリシー設定の概要

セキュリティ ポリシーを作成するには、以下の作業を完了する必要があります。

1. ゾーンを作成します。114ページの「例：セキュリティ ゾーンを作成する」を参照してくだ

さい。

2. ポリシー向けのアドレスを使ってアドレス帳を設定します。139ページの「例:アドレス帳を

設定する」を参照してください。

3. ポリシーが適用されるトラフィックのタイプを示すアプリケーション（またはアプリケー

ション セット）を作成します。175ページの「例:アプリケーションおよびアプリケーション

セットを設定する」を参照してください。

4. ポリシーを作成します。151ページの「例:全トラフィックを許可または拒否するセキュリティ

ポリシーを設定する」および156ページの「例：選択されたトラフィックを許可または拒否す

るセキュリティ ポリシーを設定する」を参照してください。
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5. ポリシーに使用する予定である場合は、スケジューラを作成します。168ページの「例:スケ

ジューラを設定する」を参照してください。

ファイアウォール ポリシー ウィザードでは、基本的なセキュリティ ポリシー設定を行うこと

ができます。高度な設定には J-Web インターフェースまたは CLI を使用してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 147ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 150ページのセキュリティ ポリシー要素について

• 163ページのセキュリティ ポリシーをトラブルシューティングする

ファイアウォール ウィザードを使用してポリシーを設定する

ファイアウォール ポリシー ウィザードでは、基本的なセキュリティ ポリシー設定を行うこと

ができます。高度な設定には J-Web インターフェースまたは CLI を使用してください。

ファイアウォール ポリシー ウィザードを使用してポリシーを設定するには：

1. J-Web インターフェースで [Configure（設定）] > [Wizards（ウィザード）] > [FW Policy

Wizard（FW ポリシー ウィザード）] を選択します。

2. [Firewall Wizard（ファイアウォール ウィザード）] ボタンをクリックして、ウィザード

を開始します。

3. ウィザードのプロンプトに従います。

ウィザード ページの左上領域は、設定プロセス内の現在位置を示します。ページの左下領域に

は、フィールドに応じたヘルプが表示されます。[Resources（リソース）] 見出しの下にある

リンクをクリックすると、ドキュメントがブラウザで開きます。ドキュメントが新しいタブで

開いた場合、ドキュメントを閉じるときには（ブラウザ ウィンドウではなく）タブのみを閉じ

てください。

関連項目 •

例:全トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを設定

この例では、トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを設定する方法を説明

します。

• 要件 152ページ

• 概要 152ページ

• 設定 153ページ

• 検証 155ページ
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要件

始める前に

• ゾーンを作成します。114ページの「例：セキュリティ ゾーンを作成する」を参照してくださ

い。

• アドレス帳を設定し、ポリシーで使用するアドレスを作成します。139ページの「例:アドレス

帳を設定する」を参照してください。

• ポリシーが適用されるトラフィックのタイプを示すアプリケーション（またはアプリケーショ

ン セット）を作成します。175ページの「例:アプリケーションおよびアプリケーション セッ

トを設定する」を参照してください。

概要

Junos OS では、セキュリティ ポリシーは、どのトラフィックがデバイスを通過できるかの点

から中継トラフィックに対するルールを実行し、また、デバイスを通過する際に行う必要があ

るアクションを実行します。セキュリティ ポリシーの視点からは、トラフィックは、1 つのセ

キュリティ ゾーンに入り、別のセキュリティ ゾーンから出ます。この例では、trust インター

フェースと untrust インターフェースである ge-0/0/2 および ge-0/0/1 を設定します。152

ページの図11 を参照してください。

図 11: すべてのトラフィックを許可する

Internet
Untrust
zone

Trust
zone

Permitting all traffic from
trust zone to untrust zone

SRX Series device
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この設定例は、以下を行う方法を示しています。

• trust ゾーンから untrust ゾーンへの全トラフィックを許可または拒否するが、untrust

ゾーンから trust ゾーンへのすべてをブロックする。

• trust ゾーンのホストから untrust ゾーンのサーバーに向かう選択されたトラフィックを特

定の時に許可または拒否する。

設定

CLI 簡単構成 全トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを素早く設定するには、以下のコ

マンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match source-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all then permit

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match source-address

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match

destination-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all then deny

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

全トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを設定するには：

1. インターフェースおよびセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit security zones]
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user@host# set security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

2. trust ゾーンから untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-all match source-address any

user@host# set policy permit-all match destination-address any

user@host# set policy permit-all match application any

user@host# set policy permit-all then permit

3. untrust ゾーンから trust ゾーンへのトラフィックを拒否するセキュリティ ポリシーを

作成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy deny-all match source-address any

user@host# set policy deny-all match destination-address any

user@host# set policy deny-all match application any

user@host# set policy deny-all then deny

結果 設定モードから show security policies コマンドおよび show security zones コマンドを入力

して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返

して調整します。

注: 設定例は、trust ゾーンから untrust へのデフォルトの permit-all です。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy permit-all {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}
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}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy deny-all {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}

}

}

user@host# show security zones

security-zone trust {

interfaces {

ge-0/0/2.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

security-zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ポリシー構成を確認する 155ページ

ポリシー構成を確認する

目的 アドレス帳とゾーンに関する情報を確認します。

アクション 動作モードから show security policies policy-name permit-all detail コマンドを入力して、

デバイスで設定された全セキュリティ ポリシーの要約を表示します。

意味 出力は、システムで設定されたポリシーに関する情報を表示します。以下の情報を確認します。
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• from ゾーンと to ゾーン

• ソース アドレスと宛先アドレス

• 一致基準

例:選択されたトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの設定

この例では、選択されたトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを設定する

方法を説明します。

• 要件 156ページ

• 概要 156ページ

• 設定 157ページ

• 検証 159ページ

要件

始める前に

• ゾーンを作成します。114ページの「例：セキュリティ ゾーンを作成する」を参照してくださ

い。

• アドレス帳を設定し、ポリシーで使用するアドレスを作成します。139ページの「例:アドレス

帳を設定する」を参照してください。

• ポリシーが適用されるトラフィックのタイプを示すアプリケーション（またはアプリケーショ

ン セット）を作成します。175ページの「例:アプリケーションおよびアプリケーション セッ

トを設定する」を参照してください。

• trust ゾーンと untrust ゾーンとの間のトラフィックを許可します。151ページの「例：全ト

ラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを設定する」を参照してください。

概要

Junos OS では、セキュリティ ポリシーは、どのトラフィックがデバイスを通過できるかの点

から中継トラフィックに対するルールを実行し、また、デバイスを通過する際に行う必要があ

るアクションを実行します。セキュリティ ポリシーの視点からは、トラフィックは、1 つのセ

キュリティ ゾーンに入り、別のセキュリティ ゾーンから出ます。この例では、trust ゾーン

にあるホストから untrust ゾーンにあるサーバーへの電子メール トラフィックのみを許可す

る特定のセキュリティを設定します。他のトラフィックは許可されません。157ページの図12 を

参照してください。
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図 12: 選択されたトラフィックを許可する
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設定

CLI 簡単構成 選択されたトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを素早く設定するには、以下のコマ

ンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone untrust address-book address mail-untrust 1.1.1.24/32

set security zones security-zone trust address-book address mail-trust 192.168.1.1/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

source-address mail-trust

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

destination-address mail-untrust
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set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match application

junos-mail

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

選択されたトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを設定するには：

1. インターフェースおよびセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

2. クライアントとサーバーの両方にアドレス帳項目を作成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone untrust address-book address mail-untrust 1.1.1.24/32

user@host# set security-zone trust address-book address mail-trust 192.168.1.1/32

3. メール トラフィックを許可するポリシーを定義します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-mail match source-address mail-trust

user@host# set policy permit-mail match destination-address mail-untrust

user@host# set policy permit-mail match application junos-mail

user@host# set policy permit-mail then permit

結果 設定モードから show security policies コマンドおよび show security zones コマンドを入力

して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返

して調整します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy permit-mail {

match {

source-address mail-trust;

destination-address mail-untrust;

application junos-mail;

}
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then {

permit;

}

}

}

user@host# show security zones

security-zone trust {

address-book {

address mail-trust 192.168.1.1/32;

}

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

interfaces {

ge-0/0/2 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

security-zone untrust {

address-book {

address mail-untrust 1.1.1.24/32;

}

interfaces {

ge-0/0/1 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ポリシー構成を確認する 159ページ

ポリシー構成を確認する

目的 アドレス帳とゾーンに関する情報を確認します。

アクション 動作モードから show security policies policy-name permit-all detail コマンドを入力して、

デバイスで設定された全セキュリティ ポリシーの要約を表示します。
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意味 出力は、システムで設定されたポリシーに関する情報を表示します。以下の情報を確認します。

• from ゾーンと to ゾーン

• ソース アドレスと宛先アドレス

• 一致基準

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 151ページの例:全トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを設定する

セキュリティ ポリシーの順序について

Junos OS には、ポリシー リストのポリシーの順序が有効であることを検証するツールがあり

ます。

あるポリシーが別のポリシーを「覆い隠す」可能性があります。以下の例を考察してみてくだ

さい。

例 1

[edit]

user@host# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust match destination-address

any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust match application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust set then permit

user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match

source-address any

user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all match

application any
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user@host# set security policies from-zone untrust to-zone trust policy deny-all then

deny

例 2

[edit]

user@host# set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/1.0

host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security zones security-zone untrust address-book address mail-untrust

1.1.1.24/32

user@host# set security zones security-zone trust address-book address mail-trust

192.168.1.1/32

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

source-address mail-trust

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

destination-address mail-untrust

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail match

application junos-mail

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail then

permit

例 1 と例 2 では、ゾーン trust からゾーン untrust へのポリシー permit-all の後で、ポリ

シー permit-mail が設定されています。ゾーン untrust から来る全トラフィックは、最初のポ

リシー permit-all に一致し、デフォルトで許可されます。ポリシー permit-mail に一致する

トラフィックはありません。

Junos OS は、リストの最上位からポリシー ルックアップを実行するため、受信したトラフィッ

クと一致するものを見つけると、ポリシー リスト中のそれ以下の部分は調べません。前の例を

修正するには、より詳細な方が先にくるように、ポリシーの順序を変えるだけですみます。

[edit]

user@host# insert security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail

before policy permit-all

何十、何百のポリシーがある場合など、1 つのポリシーが別のポリシーを覆い隠してしまうか

どうかを簡単には検出できないことがあります。ポリシーが覆われて陰になっているかどうか

をチェックするには、以下のコマンドを入力します。

[edit]

user@host# show policy-options <policy-name>
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このコマンドを使用すると、陰を作るポリシーと陰になるポリシーが報告されます。その後、

問題を修正するのは管理者の責任です。

注: ポリシーの「シャドーイング」の概念は、ポリシー リストの中で上位にあるポ

リシーが、その下にあるポリシーの前に必ず有効になる状況を表します。ポリシー

ルックアップによる検索では、ソース ゾーン、宛先ゾーン、ソース アドレス、宛

先アドレス、およびアプリケーション タイプの 5 つが一致する最初のポリシーが

使用されます。そのため、別のポリシーが同じ集合（または集合のサブセット）に

該当する場合でも、ポリシー ルックアップはリストの最初のポリシーを使用し、2

番目のポリシーに到達することはありません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 150ページのセキュリティ ポリシー設定の概要

• 151ページの例:全トラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを設定する

• 156ページの例:選択されたトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーを設定

する

例:ポリシーの再順序付け

この例では、作成した後にポリシーを移動する方法を説明します。

• 要件 162ページ

• 概要 162ページ

• 設定 162ページ

• 検証 163ページ

要件

始める前に

• ゾーンを作成します。114ページの「例：セキュリティ ゾーンを作成する」を参照してくださ

い。

• アドレス帳を設定し、ポリシーで使用するアドレスを作成します。139ページの「例:アドレス

帳を設定する」を参照してください。

概要

シャドーイングを修正するためにポリシーの順序を変えるには、より詳細な方が先にくるよう

に、ポリシーの順序を逆にするだけですみます。

設定

ステップごとの手順 既存のポリシーを並べ替えるには：

1. 以下のコマンドを入力して 2 つの既存のポリシーを並べ替えます。

[edit]
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user@host# insert security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-mail

before policy permit-all

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security policies コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 160ページのセキュリティ ポリシーの順序について

セキュリティ ポリシーをトラブルシューティングする

• セキュリティ ポリシーのコミット失敗をチェックする 163ページ

• セキュリティ ポリシーのコミットを確認する 163ページ

• ポリシー ルックアップをデバッグする 164ページ

セキュリティ ポリシーのコミット失敗をチェックする

問題 ほとんどのポリシー設定失敗は、コミットまたは実行の間に発生します。

設定モードで CLI コマンド commit-check を実行すると、コミットの失敗が CLI 上で直接報告

されます。これらのエラーは設定エラーです。これらのエラーを修正せずに設定をコミットす

ることはできません。

ソリューション これらのエラーを修正するには、以下を行います。

1. 設定データを確認します。

2. ファイル /var/log/nsd_chk_only を開きます。このファイルは、コミット チェックを実行

するたびに上書きされ、詳細な失敗情報を含んでいます。

セキュリティ ポリシーのコミットを確認する

問題 ポリシー設定コミットの実行の際、システム動作が間違っていることに気づいた場合は、以下

のステップを使用して、この問題をトラブルシューティングします。

ソリューション 動作 show コマンド — セキュリティ ポリシー用の動作コマンドを実行し、出力に表示され

た情報が予想した情報と一致していることを確認します。一致しない場合は、設定を適切に

変更する必要があります。

1.

2. traceoptions — ポリシー設定で traceoptions コマンドを設定します。show コマンド出力

のユーザー分析ごとに、この階層の下のフラグを選択できます。どのフラグを使用するか判

断できない場合は、フラグ オプション all を使用して、全トレース ログを取得できます。
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user@host# set security policies traceoptions <flag all>

ログを取得するために、オプションのファイル名を設定することもできます。

user@host# set security policies traceoptions <filename>

トレース オプションでファイル名を指定した場合、/var/log/<filename> でログ ファイルを

探し、エラーがそのファイルで報告されているかどうかを確認できます。（ファイル名を指定

しなかった場合、デフォルトのファイル名は eventd です。）エラー メッセージは、失敗の場

所および適切な理由を示します。

トレース オプションを設定した後、間違ったシステム動作の原因となった設定の変更を再コ

ミットする必要があります。

ポリシー ルックアップをデバッグする

問題 設定は適切なのに、一部のトラフィックが誤って破棄または許可された場合は、security

policies traceoptions で lookup フラグを有効にできます。lookup フラグは、ルックアップ

に関連するトレースをトレース ファイルに記録します。

ソリューション user@host# set security policies traceoptions <flag lookup>

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 163ページのセキュリティ ポリシーのコミット失敗をチェックする

• 163ページのセキュリティ ポリシーのコミットを確認する

• 164ページのポリシー ルックアップをデバッグする

• 164ページのポリシー統計を監視する

ポリシー統計を監視する

目的 前に設定したポリシーに基づいて Junos OS が許可または拒否するトラフィックを監視、記録

します。

アクション トラフィックを監視するには count オプションと log オプションを有効にします。

count— 個別のポリシーで設定できます。count が有効な場合、あるポリシーについて、ファイ

アウォールに入ったパケット数、バイト数、およびセッション数の統計が収集されます。カウ

ント（パケット数とバイト数のみ）については、トラフィックが指定されたしきい値を超える

とアラームが生成されるように指定できます。

log— セッション初期化（session-init—）またはセッション終了（session-close—）段階の間に、

セキュリティ ポリシーと共にロギング機能を有効にできます。

• 拒否された接続からのログを参照するには、session-init でログを有効化します。

• 終了/テアダウンの後にセッションをログに記録するには、session-close でログを有効化し

ます。
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注: セッション ログはフロー コードにてリアルタイムで有効化されますが、これ

はユーザーのパフォーマンスに影響を与えます。session-close および session-init

の両方が有効な場合、session-init のみが有効な場合と比較してパフォーマンスは

さらに低下します。

セッション ログに収集される情報の詳細については、16ページの「SRX シリーズ サービス

ゲートウェイのセッション ログ項目で提供される情報」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 163ページのセキュリティ ポリシーをトラブルシューティングする

• 163ページのセキュリティ ポリシーのコミット失敗をチェックする

• 163ページのセキュリティ ポリシーのコミットを確認する

• 164ページのポリシー ルックアップをデバッグする

セキュリティ ポリシーと照合する

show security match-policies コマンドでは、一致基準を使用してトラフィックの問題をトラブ

ルシューティングできます。一致基準は、ソース ポート、宛先ポート、ソース IP アドレス、

宛先 IP アドレス、プロトコルから構成されます。たとえば、適切なポリシーが設定されてい

ない、または一致基準が間違っているので、トラフィックが通過しない場合、show security

match-policies コマンドを使ってオフラインで作業し、問題が実際にはどこに存在するかを確

認できます。このコマンドは、検索エンジンを使用して問題を識別します。それによって、ト

ラフィックに適切な一致ポリシーを使用できるようになります。

result-count オプションは、表示するポリシーの数を指定します。リストで有効な最初のポリ

シーが、すべての一致するトラフィックに適用されるポリシーです。それより下の他のポリシー

は、最初のポリシーの「陰になり」、一致するトラフィックに遭遇することはありません。

注: show security match-policies コマンドは、セキュリティ ポリシーにのみ適用

できます。IDP ポリシーはサポートされません。

例 1：show security

match-policies

user@host> show security match-policies from-zone z1, to-zone z2 source-ip 10.10.10.1 destination-ip

30.30.30.1 source-port 1 destination-port 21 protocol tcp

Policy: p1, action-type: permit, State: enabled, Index: 4

Sequence number: 1

From zone: z1, To zone: z2

Source addresses:

a2: 20.20.0.0/16

a3: 10.10.10.1/32

Destination addresses:

d2: 40.40.0.0/16

d3: 30.30.30.1/32

Application: junos-ftp
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IP protocol: tcp, ALG: ftp, Inactivity timeout: 1800

Source port range: [0-0]

Destination port range: [21-21]

例 2：result-count オプ

ションを使用する

デフォルトでは、出力リストには、指定された特徴を持つトラフィックに適用されるポリシー

が含まれます。基準と一致する複数のポリシーをリストに表示するには、result-count オプショ

ンを使用します。表示された最初のポリシーが必ず、一致するトラフィックに適用されるポリ

シーです。result-count 値が 2～16 の場合、出力には、指定された result-count 数までの、

基準と一致するポリシーがすべて含まれます。2 番目以降のポリシーはすべて、最初のポリシー

の「陰になり」、一致トラフィックに適用されません。

このオプションを使用して、新しいポリシーの位置をテストしたり、特定のトラフィックに期

待通りに適用されないポリシーをトラブルシューティングできます。

以下の例では、トラフィック基準が 2 つのポリシーと一致します。リストの最初のポリシー

p1 には、トラフィックに適用されるアクションが含まれます。ポリシー p15 は最初のポリシー

の陰になります。したがって、そのアクションは一致トラフィックに適用されません。

user@host> show security match-policies source-ip 10.10.10.1 destination-ip 20.20.20.5 source_port

1004 destination_port 80 protocol tcp result_count 5

Policy: p1, action-type: permit, State: enabled, Index: 4

Sequence number: 1

From zone: zone-A, To zone: zone-B

Source addresses:

sa1: 10.10.0.0/16

Destination addresses:

da5: 20.20.0.0/16

Application: any

IP protocol: 1, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [1000-1030]

Destination port range: [80-80]

Policy: p15, action-type: deny, State: enabled, Index: 18

Sequence number: 15

From zone: zone-A, To zone: zone-B

Source addresses:

sa11: 10.10.10.1/32

Destination addresses:

da15: 20.20.20.5/32

Application: any

IP protocol: 1, ALG: 0, Inactivity timeout: 0

Source port range: [1000-1030]

Destination port range: [80-80]

一致ポリシーに関する詳細およびオプションと出力フィールドの説明については、Junos OS CLI

リファレンスを参照してください。
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第7章

セキュリティ ポリシー スケジューラ

• セキュリティ ポリシー スケジューラの概要 167ページ

• 例:スケジューラを設定する 168ページ

• スケジュールされたポリシーを確認する 170ページ

セキュリティ ポリシー スケジューラの概要

スケジューラは、指定された期間、ポリシーをアクティブにできる強力な機能です。ポリシー

がアクティブになる単一（反復なし）の期間または反復する期間をスケジューラに定義できま

す。ポリシーに関係なくスケジューラを作成できます。つまり、ポリシーが使用しないスケ

ジューラを作成できます。ただし、予定した期間、ポリシーをアクティブにしたい場合、最初

にスケジューラを作成する必要があります。

スケジューラがタイムアウトすると、関連付けられたポリシーは非アクティブ化され、そのポ

リシーに関連付けられたセッションもすべてタイムアウトされます。

ポリシーにスケジューラへの参照が含まれる場合、スケジュールは、そのポリシーがいつアク

ティブであるか、トラフィックに一致する可能性があるポリシーとしていつ使用できるかを決

めます。スケジューラでは、ある期間の間、リソースへのアクセスを制限したり、制限を解除

したりできます。

スケジューラには以下のガイドラインが適用されます。

• スケジューラを複数のポリシーに関連付けることができます。ただし、ポリシーを複数のス

ケジューラに関連付けることはできません。

• ポリシーは、それが参照するスケジューラがアクティブな間アクティブです。

• スケジューラがオフであるとき、ポリシーはポリシー ルックアップに利用できません。

• スケジューラは、以下のいずれかに設定できます。

• ある 1 つの期間の間、スケジューラをアクティブにできます。開始日時と終了日時を指定

します。

• スケジューラを、毎日のスケジュールで（反復して）永久にアクティブにできます。特定

の日（期間）のスケジュールは、毎日のスケジュールより優先されます。

• 平日スケジュールによって指定された期間、スケジューラをアクティブにできます。

• スケジューラは 2 つの時間帯（毎日と期間）を組み合わせることができます。
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 168ページの例:スケジューラを設定する

• 170ページのスケジュールされたポリシーを確認する

例:スケジューラを設定する

この例ではスケジューラを設定する方法を説明します。

• 要件 168ページ

• 概要 168ページ

• 設定 168ページ

• 検証 170ページ

要件

始める前に

• セキュリティ ポリシー スケジューラについて理解します。145ページの「セキュリティ ポリ

シーの概要」を参照してください。

• この設定を適用する前にセキュリティ ゾーンを設定します。

概要

スケジューラは、指定された期間、ポリシーをアクティブにできる強力な機能です。ポリシー

がアクティブになる単一（反復なし）の期間または反復する期間をスケジューラに定義できま

す。予定した期間、ポリシーをアクティブにしたい場合、最初にスケジューラを作成する必要

があります。

スケジューラを設定するには、スケジューラに意味のある名前および開始時間と停止時間を入

力します。コメントも添付することができます。

この例では以下を行います。

• 2009 年 10 月 1 日から 2010 年 6 月までの日曜日を除く毎日午前 8 時から午後 9 時ま

で、スケジューラを参照するポリシーをパケット一致チェックに使用できるようにスケジュー

ラ sch1 を指定します。

• また、日曜日の正午から午後 6 時までパケット一致がないかチェックするために別のスケ

ジューラ SunHrs を設定します。

• ポリシー abc を作成し、一致条件および指定された条件と一致するトラフィックに行うアク

ションを指定します。そして、指定された週末時間にアクセスを許可するよう、スケジュー

ラをポリシーにバインドします。

設定

CLI 簡単構成 スケジューラを素早く設定するには、以下のコマンドをコピーし CLI に貼り付けます。
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[edit]

set schedulers scheduler sch1 start-date 2009-10-01.08:00 stop-date 2010-06-01.21:00

set schedulers scheduler sch1 sunday exclude

set schedulers scheduler SunHrs sunday start-time 12:00 stop-time 18:00

set security policies from-zone green to-zone red policy abc match source-address any

set security policies from-zone green to-zone red policy abc match destination-address

any

set security policies from-zone green to-zone red policy abc match application any

set security policies from-zone green to-zone red policy abc then permit

set security policies from-zone green to-zone red policy abc scheduler-name sch1

set security policies default-policy permit-all

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

スケジューラを設定するには、次を実行します。

1. スケジューラを設定します。

[edit schedulers ]

user@host# set scheduler sch1 start-date 2009-10-01.08:00 stop-date 2010-06-01.21:00

user@host# set scheduler sch1 sunday exclude

2. もう 1 つのスケジューラを設定します。

[edit schedulers ]

user@host# set scheduler SunHrs sunday start-time 12:00 stop-time 18:00

3. ポリシーの一致条件を指定します。

[edit security policies from-zone green to-zone red policy abc]

user@host# set match source-address any destination-address any application any

4. アクションを指定します。

[edit security policies from-zone green to-zone red policy abc]

user@host# set then permit

5. スケジューラをポリシーに関連付けます。

[edit security policies from-zone green to-zone red policy abc ]

user@host# set scheduler-name sch1

結果 設定モードから show schedulers コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定

を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

[user@host]show schedulers

scheduler sch1 {

start-date 2009-10-01.08:00 stop-date 2010-06-01.21:00;

sunday exclude;

}

scheduler SunHrs {

sunday {

start-time 12:00 stop-time 18:00;

}

}

[edit]
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[user@host]show security policies

from-zone green to-zone red {

policy abc {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

scheduler-name sch1;

}

}

default-policy {

permit-all;

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• スケジューラがアクティブであることを確認する 170ページ

• ポリシーを確認する 170ページ

スケジューラがアクティブであることを確認する

目的 スケジューラが有効かどうかを確認します。

アクション 動作モードから show schedulers コマンドを入力します。

ポリシーを確認する

目的 ポリシーが動作しているかどうかを確認します。

アクション 動作モードから show security policies コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 170ページのスケジュールされたポリシーを確認する

スケジュールされたポリシーを確認する

目的 アドレス帳とゾーンに関する情報を表示します。

アクション show schedulers CLI コマンドを使用して、システムで設定されたスケジューラに関する情報を

表示します。特定のスケジューラが識別された場合、詳細情報は、そのスケジューラについて

のみ表示されます。

user@host# show schedulers
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scheduler sche1 {

/* This is sched1 */

start-date 2006-11-02.12:12 stop-date 2007-11-02.12:11;

}

scheduler sche2 {

daily {

all-day;

}

sunday {

start-time 16:00 stop-time 17:00;

}

friday {

exclude;

}

}

scheduler sche3 {

start-date 2006-11-02.12:12 stop-date 2007-11-02.12:11;

daily {

start-time 10:00 stop-time 17:00

}

sunday {

start-time 12:00 stop-time 14:00;

start-time 16:00 stop-time 17:00;

}

monday {

all-day;

}

friday {

exclude;

}

}

意味 出力は、システムで設定されたスケジューラに関する情報を表示します。以下の情報を確認し

ます。

• 毎日の（反復）スケジューラおよび一度だけの（反復なし）スケジューラが正しく設定され

ている。

• ポリシーが関連付けられているスケジューラがアクティブである。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 168ページの例:スケジューラを設定する
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第8章

セキュリティ ポリシー アプリケーション

• セキュリティ ポリシー アプリケーションの概要 173ページ

• ポリシー アプリケーション セットの概要 174ページ

• 例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する 175ページ

• カスタム ポリシー アプリケーション 176ページ

• ポリシー アプリケーションのタイムアウト 180ページ

• 定義済み ICMP ポリシー アプリケーションについて 184ページ

• ICMP 到達不能エラーのデフォルト動作 188ページ

• 定義済みのインターネット関連ポリシー アプリケーションについて 189ページ

• Microsoft の定義済みポリシー アプリケーションについて 191ページ

• 動的ルーティング プロトコルの定義済みポリシー アプリケーションについて 192ページ

• ストリーミング ビデオの定義済みポリシー アプリケーションについて 192ページ

• Sun RPC の定義済みポリシー アプリケーションについて 193ページ

• セキュリティおよびトンネルの定義済みポリシー アプリケーションについて 194ページ

• 定義済みの IP 関連ポリシー アプリケーションについて 195ページ

• インスタント メッセージングの定義済みポリシー アプリケーションについて 196ページ

• 定義済みの管理ポリシー アプリケーションについて 196ページ

• 定義済みのメール ポリシー アプリケーションについて 198ページ

• 定義済みの UNIX ポリシー アプリケーションについて 198ページ

• 定義済みのその他のポリシー アプリケーションについて 199ページ

セキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

アプリケーションとは、プロトコル標準が存在するトラフィックのタイプのことです。各サー

ビスには、サービスと関連付けられたトランスポート プロトコルと宛先ポート番号がありま

す。たとえば、FTP では TCP/ポート 21、Telnet では TCP/ポート 23 となります。ポリシー

を作成する場合、そのポリシーにアプリケーションを指定する必要があります。

アプリケーション ブックから定義済みアプリケーションを 1 つ選択するか、または自分が作

成したカスタム アプリケーションやアプリケーション セットを選択できます。show application

CLI コマンドを使用して、ポリシーで使用できるアプリケーションを確認できます。
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注: 定義済みの各サービスはソース ポート範囲が 1 ～ 65535 であり、有効なポー

ト番号の全セットがこの範囲に含まれます。これによって、攻撃者がこの範囲外の

ソース ポートを使用してアクセスを取得するのを防ぎます。定義済みのアプリケー

ションに異なるソース ポート範囲を使用する必要がある場合は、カスタム アプリ

ケーションを作成します。詳細については、176ページの「カスタム ポリシー アプ

リケーションについて」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 147ページのセキュリティ ポリシー ルールについて

• 150ページのセキュリティ ポリシー要素について

• 174ページのポリシー アプリケーション セットの概要

ポリシー アプリケーション セットの概要

ポリシーを作成するとき、ポリシーがそのタイプのトラフィックに適用されることを示すため、

ポリシーにアプリケーションすなわちサービスを指定する必要があります。同じアプリケーショ

ンまたはそれらのサブセットが複数のポリシーに存在する場合が時々あり、管理を困難にして

います。Junos OS では、アプリケーション セットと呼ばれるアプリケーションのグループを

作成できます。多数の個別アプリケーション項目ではなく少数のアプリケーション セットを管

理できるので、アプリケーション セットは、プロセスを簡単にします。

アプリケーション（またはアプリケーション セット）は、セッションを開始するパケットの一

致基準として、セキュリティ ポリシーが参照します。ポリシーによって指定されたアプリケー

ション タイプとパケットが一致し、他のすべての基準が一致する場合、ポリシー アクション

がパケットに適用されます。

ポリシーでアプリケーション セットの名前を指定できます。この場合、他の一致基準がすべて

一致すると、アプリケーション セットのアプリケーションのいずれか 1 つが有効な一致基準

となります。any は、あらゆるアプリケーションを示すデフォルトのアプリケーション名です。

アプリケーションは .../applications/application/application-name ディレクトリに作成され

ます。システムが定義済みのサービスにはアプリケーションを設定する必要はありません。

定義済みのサービスの他に、カスタム サービスを設定できます。カスタム サービスを作成し

た後、ポリシーでそれを参照できます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 176ページのカスタム アプリケーションのマッピング

• 180ページのポリシー アプリケーションのタイムアウト設定およびルックアップについて

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットの設定
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例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

この例では、アプリケーションとアプリケーション セットを設定する方法を説明します。

• 要件 175ページ

• 概要 175ページ

• 設定 175ページ

• 検証 176ページ

要件

始める前に、必要なアプリケーションを設定します。174ページの「ポリシー アプリケーション

セットの概要」を参照してください。

概要

複数の個別のアプリケーション名を作成したりポリシーに追加する代わりに、アプリケーショ

ン セットを作成し、ポリシーでセットの名前を参照できます。たとえば、従業員のグループに

対して、承認されたアプリケーションをすべて含むアプリケーション セットを作成できます。

この例では、ABC（イントラネット）ゾーンでのサーバーへのログイン、データベースへのアク

セス、およびファイルの転送に使用するアプリケーション セットを作成します。

• 設定されたアプリケーション セットでアプリケーションを定義します。

• ゾーン A のマネージャおよびゾーン B のマネージャが、これらのサービスを利用します。

したがって、アプリケーション セットに MgrAppSet などの一般的な名前を付けます。

• 外部ゾーンにある 2 つのサーバーが提供する電子メールおよび Web ベースのアプリケーショ

ンに使用されるアプリケーションのためのアプリケーション セットを作成します。

設定

ステップごとの手順 アプリケーションとアプリケーション セットを設定するには：

1. マネージャ向けのアプリケーション セットを作成します。

[edit applications]

user@host# set application-set MgrAppSet application junos-ssh

user@host# set application-set MgrAppSet application junos-telnet

2. 電子メールおよび Web ベース アプリケーション用の別のアプリケーション セットを作

成します。Policy Application Time アプリケーションの設定。

[edit applications]

user@host# set application-set WebMailApps application junos-smtp

user@host# set application-set WebMailApps application junos-pop3

3. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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検証

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

カスタム ポリシー アプリケーション

• カスタム ポリシー アプリケーションについて 176ページ

• カスタム アプリケーションのマッピング 176ページ

• 例:カスタム ポリシー アプリケーションを追加、変更する 177ページ

• 例:カスタム ICMP アプリケーションを定義する 178ページ

カスタム ポリシー アプリケーションについて

定義済みアプリケーションをポリシーで使用したくない場合は、簡単にカスタム アプリケー

ションを作成できます。

各カスタム アプリケーションには以下の属性を割り当てることができます。

• 名前

• トランスポート プロトコル

• TCP または UDP を使用するアプリケーションのソース ポート番号と宛先ポート番号

• ICMP を使用するアプリケーションのタイプとコード値

• タイムアウト値

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 176ページのカスタム アプリケーションのマッピング

• 180ページのポリシー アプリケーションのタイムアウト設定およびルックアップについて

• 182ページのポリシー アプリケーション タイムアウトの考慮事項について

• 177ページの例:カスタム ポリシー アプリケーションの追加および変更

カスタム アプリケーションのマッピング

アプリケーション オプションでは、ポリシーで参照したレイヤ 4 サービスにマッピングされ

るレイヤ 7 アプリケーションを指定します。定義済みアプリケーションは、レイヤ 7 アプリ

ケーションにすでにマッピングされています。ただし、カスタム アプリケーションの場合、カ

スタム アプリケーションをアプリケーションに明示的にリンクする必要があります。ポリシー
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でアプリケーション層ゲートウェイ（ALG）または徹底監視をカスタム アプリケーションに適

用したい場合は、特にそうです。

注: Junos OS は、DNS、FTP、H.323、HTTP、RSH、SIP、Telnet、TFTP などの数多く

のアプリケーションについて ALG をサポートします。

ALG をカスタム アプリケーションに適用するには、次の 2 つの手順を実行します。

• カスタム アプリケーションを名前、タイムアウト値、トランスポート プロトコル、ソース

ポート、および宛先ポートで定義します。

• ポリシーを設定するときに、適用する ALG のアプリケーションおよびアプリケーション タ

イプを参照します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 176ページのカスタム ポリシー アプリケーションについて

• 180ページのポリシー アプリケーションのタイムアウト設定およびルックアップについて

• 182ページのポリシー アプリケーション タイムアウトの考慮事項について

• 177ページの例:カスタム ポリシー アプリケーションの追加および変更

例:カスタム ポリシー アプリケーションを追加、変更する

この例では、カスタム ポリシー アプリケーションを追加したり変更する方法を説明します。

• 要件 177ページ

• 概要 177ページ

• 設定 178ページ

• 検証 178ページ

要件

始める前に、アドレスおよびセキュリティ ゾーンを作成します。114ページの「例：セキュリ

ティ ゾーンを作成する」を参照してください。

概要

この例では、以下の情報を使用してカスタム アプリケーションを作成します。

• cust-telnet など、アプリケーションの名前。

• ソース ポート番号の範囲、1 ～ 65535。

• 1 ～ 65535 など、アプリケーション要求を受信する宛先ポート番号の範囲。

• アプリケーションが使用するプロトコル。TCP、UDP、またはインターネット規格に定義され

たその他のプロトコル。

177Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第8章: セキュリティ ポリシー アプリケーション



設定

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

カスタム ポリシー アプリケーションを追加、変更するには：

1. TCP を設定し、ソース ポートと宛先ポートを指定します。

[edit applications application cust-telnet]

user@host# set protocol tcp source-port 1–65535 destination-port 23000

2. アプリケーションが非アクティブな時間の長さを指定します。

[edit applications application cust-telnet]

user@host# set inactivity-timeout 30

3. カスタム ポリシー アプリケーションを変更します。

[edit applications application cust-telnet]

user@host# delete protocol tcp

user@host# set application-protocol ftp

4. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show applications application コマンドを入

力します。

注: タイムアウト値は、分単位です。設定しない場合、カスタム アプリケーション

のタイムアウト値は 180 分です。アプリケーションのタイムアウトを望まない場合

は、never を入力してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 176ページのカスタム ポリシー アプリケーションについて

• 178ページの例:カスタム ICMP アプリケーションを定義する

例:カスタム ICMP アプリケーションを定義する

この例では、カスタム ICMP アプリケーションを定義する方法を説明します。

• 要件 179ページ

• 概要 179ページ
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• 設定 180ページ

• 検証 180ページ

要件

始める前に

• カスタム ポリシー アプリケーションについて理解します。176ページの「カスタム ポリシー

アプリケーションについて」を参照してください。

• 定義済み ICMP ポリシー アプリケーションについて理解します。184ページの「定義済み ICMP

ポリシー アプリケーションについて」を参照してください。

概要

Junos OS は、ICMP メッセージだけでなく定義済み ICMP またはカスタム アプリケーションを

サポートします。カスタム ICMP アプリケーションを設定するときには、タイプおよびコード

を定義します。

• ICMP には様々なメッセージ タイプがあります。例：

• タイプ 0 = エコー要求メッセージ

• タイプ 3 = 宛先不明メッセージ

• ICMP メッセージ タイプはメッセージ コードを持つこともできます。179ページの表15 に示

すように、コードによってメッセージに関する詳細な情報を提供できます。

表15: メッセージの説明

メッセージ コードメッセージ タイプ

0 = ネットワーク（またはサブネット）のデータグラムをリダイレクトする5 = リダイレクト

1 = ホストのデータグラムをリダイレクトする

2 = アプリケーションおよびネットワークのタイプのデータグラムをリダイレクトする

3 = アプリケーションおよびホストのタイプのデータグラムをリダイレクトする

0 = 中継時の生存時間超過11 = 時間超過コード

1 = フラグメント再アセンブリ時間の超過

Junos OS は、0 ～ 55 の範囲内のタイプまたはコードをサポートします。

この例では、トランスポート プロトコルとして ICMP を使用して、host-unreachable という

名前のカスタム アプリケーションを定義します。タイプは 3（宛先不明）、コードは 1（ホス

ト不明）です。タイムアウト値を 4 分に設定します。

注: ICMP のタイプとコードの詳細については RFC 792, Internet Control Message

Protocol を参照してください。
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設定

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

カスタム ICMP アプリケーションを定義するには：

1. アプリケーション タイプおよびコードを設定します。

[edit applications application host-unreachable]

user@host# set icmp-type 5 icmp-code 0

2. 無活動によるタイムアウト値を設定します。

[edit applications application host-unreachable]

user@host# set inactivity-timeout 4

3. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

ポリシー アプリケーションのタイムアウト

• ポリシー アプリケーションのタイムアウト設定およびルックアップについて 180ページ

• ポリシー アプリケーション タイムアウトの考慮事項について 182ページ

• 例:ポリシー アプリケーション タイムアウトを設定する 183ページ

ポリシー アプリケーションのタイムアウト設定およびルックアップについて

アプリケーションに設定したアプリケーション タイムアウト値がセッション タイムアウトを

決定します。定義済みアプリケーションまたはカスタム アプリケーションのタイムアウトしき

い値を設定できます。デフォルトのアプリケーション タイムアウトを使用したり、カスタム

タイムアウトを指定できます。またタイムアウトを使用しないことも可能です。アプリケーショ

ン タイムアウトの動作は、仮想システム（vsys）セキュリティ ドメインでもルート レベルと

同じです。

アプリケーション タイムアウト値は、アプリケーション エントリ データベースと、対応する

仮想システム TCP および UDP ポートベースのタイムアウト テーブルに保存されます。アプリ

ケーション タイムアウト値を設定すると、Junos OS は、これらのテーブルを新しい値で更新

します。また、アプリケーション エントリ データベースには、デフォルトのタイムアウト値

があり、これは定義済みアプリケーションから取得されます。タイムアウトを設定できますが、

デフォルト値は変更できません。
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複数のルール項目を持つアプリケーションは、同じタイムアウト値を共有します。複数のアプ

リケーションが、同じプロトコルおよび宛先ポート範囲を共有する場合、すべてのアプリケー

ションは、選択された最後のタイムアウト値を共有します。

単一のアプリケーション項目の場合、アプリケーション タイムアウトのルックアップは、次の

順序で実行されます。

1. 設定されている場合、アプリケーション エントリ データベースで指定されているタイムア

ウト

2. 定義済みアプリケーションで指定されている場合は、アプリケーション エントリ データ

ベースのデフォルトのタイムアウト

3. プロトコルベースのデフォルトのタイムアウト テーブル181ページの表16 を参照してくださ

い。

表16: プロトコルベースのデフォルトのタイムアウト

デフォルトのタイムアウト（秒）プロトコル

1800TCP

60UDP

60ICMP

60OSPF

1800その他

マルチセル ポリシー設定で作成された非表示のグループを含むアプリケーション グループ、

および定義済みアプリケーション ANY（タイムアウトが設定されていない場合）では、アプリ

ケーション タイムアウトのルックアップは次の順序で実行されます。

1. タイムアウトが設定されている場合は、仮想システム TCP および UDP ポートベースのタイ

ムアウト テーブル

2. プロトコルベースのデフォルトのタイムアウト テーブル

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 176ページのカスタム ポリシー アプリケーションについて

• 182ページのポリシー アプリケーション タイムアウトの考慮事項について

• 176ページのカスタム アプリケーションのマッピング

• 177ページの例:カスタム ポリシー アプリケーションの追加および変更
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ポリシー アプリケーション タイムアウトの考慮事項について

タイムアウトを設定する際には、以下の点に注意してください。

• アプリケーションに複数のアプリケーション ルール項目が含まれている場合、すべてのルー

ル項目は同じタイムアウトを共有します。タイムアウト テーブルは、プロトコル（UDP と

TCP の場合。他のプロトコルはデフォルトを使用）に一致する各ルール項目について更新さ

れます。アプリケーション タイムアウトを定義するのは一度だけです。たとえば、2 つの

ルールを持つアプリケーションを作成する場合、以下のコマンドは、両方のルールのタイム

アウトを 20 秒に設定します。

user@host# set applications application test protocol tcp destination-port 1035-1035

inactivity-timeout 20

user@host# set applications application test term test protocol udp

user@host# set applications application test term test source-port 1-65535

user@host# set applications application test term test destination-port 1111-1111

• 複数のアプリケーションに同じプロトコルおよび重複する宛先ポートが設定されている場合、

設定された最新のアプリケーション タイムアウトが、ポートベースのテーブルにある他のタ

イムアウトより優先されます。例：

user@host# set applications application ftp-1 protocol tcp source-port 0-65535

destination-port 2121-2121 inactivity-timeout 10

user@host# set applications application telnet-1 protocol tcp source-port 0-65535

designating-port 2100-2148 inactivity-timeout 20

この構成では、telnet-1 の宛先ポート番号（2100 ～ 2148）が、ftp-1 の宛先ポート番号

（2121）と重複しており、ftp-1 を定義した後に telnet-1 を定義したので、Junos OS は、

アプリケーション グループの宛先ポート 2121 に 20 秒のタイムアウトを適用します。

複数のアプリケーションが、同じプロトコルおよび重複する宛先ポート範囲を使用する場合、

アプリケーション タイムアウトを変更するには、アプリケーションの設定を解除してから、

新しいタイムアウト値で設定し直す必要があります。これは、再起動時に、変更時刻ではな

く作成時刻に基づいてアプリケーションがロードされるためです。

誤ったタイムアウトがアプリケーションに適用されてしまうのを避けるため、重複する宛先

ポート番号を持つアプリケーションを作成しないでください。

• アプリケーション タイムアウトを設定解除すると、アプリケーション エントリ データベー

スにあるプロトコルベースのデフォルトのタイムアウトが使用され、アプリケーション エン

トリとポートベースの両方のタイムアウト テーブルが、デフォルト値に更新されます。

変更したアプリケーションの宛先ポートが他のアプリケーションと重複する場合、プロトコ

ルベースのデフォルトのタイムアウトは希望する値ではないことがあります。この場合、希

望のタイムアウトを有効にするには、Junos OS を再起動するか、アプリケーション タイム

アウトを設定し直します。

• 定義済みアプリケーションを変更し再起動すると、変更したアプリケーションが、設定での

最後のサービスとはならない場合があります。これは、定義済みアプリケーションはカスタ

ム アプリケーションの前にロードされ、再起動すると、カスタム アプリケーションへの変

更が先に行われていた場合でも、定義済みアプリケーションへの変更より後に表示されるた

めです。
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たとえば、以下のアプリケーションを作成するとします。

user@host# set applications application my-application protocol tcp destination-port

179-179 inactivity-timeout 20

後で、定義済みサービス BGP のタイムアウトを以下のように変更します。

user@host# set applications application bgp inactivity-timeout 75

アプリケーション エントリ データベースに書き込まれたので、BGP アプリケーションは 75

秒のタイムアウト値を使用します。ただし、BGP が使用するポート 179 のタイムアウトも、

TCP ポートベースのタイムアウト テーブルで 75 に変更されてしまいます。再起動後、BGP

アプリケーションは、単一のアプリケーションとして、アプリケーション エントリ データ

ベースから取得する 75 秒のタイムアウトを使用し続けます。しかし、TCP ポート ベースの

テーブルのポート 179 に対するタイムアウトは、60 になります。show applications

application bgp コマンドを入力して、これを確認できます。

BGP アプリケーションは単一アプリケーションには影響しません。しかし、アプリケーショ

ン グループに BGP または my_application を追加すると、60 秒のタイムアウト値が宛先

ポート 179 に使用されます。これは、アプリケーション グループのタイムアウトが、ポー

トベースのタイムアウト テーブル（設定されている場合）から取得されるためです。

定義済みアプリケーション タイムアウトを変更した場合に起こる状態を確実に予測するた

め、たとえば以下のように類似のアプリケーションを作成できます。

user@host# set applications application my-bgp protocol tcp destination-port 179-179

inactivity-timeout 75

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 176ページのカスタム ポリシー アプリケーションについて

• 176ページのカスタム アプリケーションのマッピング

• 180ページのポリシー アプリケーションのタイムアウト設定およびルックアップについて

• 177ページの例:カスタム ポリシー アプリケーションの追加および変更

例:ポリシー アプリケーション タイムアウトを設定する

この例では、ポリシー アプリケーションのタイムアウト値を設定する方法を説明します。

• 要件 183ページ

• 概要 184ページ

• 設定 184ページ

• 検証 184ページ

要件

始める前に、ポリシー アプリケーション タイムアウトについて理解します。180ページの「ポ

リシー アプリケーションのタイムアウト設定およびルックアップについて」を参照してくださ

い。
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概要

アプリケーション タイムアウト値は、アプリケーション エントリ データベースと、対応する

仮想システム TCP および UDP ポートベースのタイムアウト テーブルに保存されます。この例

では、定義済み FTP アプリケーションに対して 75 分のポリシー アプリケーション タイムア

ウトを使用するようにデバイスを設定します。

アプリケーション タイムアウト値を設定すると、Junos OS は、これらのテーブルを新しい値

で更新します。

設定

ステップごとの手順 ポリシー アプリケーション タイムアウトを設定するには：

1. 無活動によるタイムアウト値を設定します。

[edit applications application ftp]

user@host# set inactivity-timeout 75

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

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

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

定義済み ICMP ポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済み ICMP アプリケーションをそのポリシーに対して指定できま

す。

インターネット制御メッセージ プロトコル(ICMP）は、IP の一部であり、ネットワークの照会

(ICMP クエリ メッセージ）、エラー パターンについてのフィードバックのネットワークから

の受信(ICMP エラー メッセージ）を行う方法を提供します。ただし、ICMP はエラー メッセー

ジの配信を保証したり、損失したすべてのデータグラムを報告したりしないので、信頼性の高

いプロトコルではありません。ICMP コードとタイプ コードで、ICMP クエリ メッセージと

ICMP エラー メッセージが記述されます。

特定のタイプの ICMP メッセージを許可または拒否して、ネットワーク セキュリティを向上さ

せることができます。ICMP メッセージのタイプの中には、悪用するとネットワークのセキュリ

ティを脅かす可能性のある情報を入手できるものがあります。たとえば、ICMP、TCP、または

UDP パケットは、トポロジなどのネットワークに関する情報やアクセス リストのフィルタリン

グ特性を含む、ICMP エラー メッセージを返すように構成できます。185ページの表17に、ICMP

メッセージ名および対応するコード、タイプ、説明を示します。
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表17: ICMP メッセージ

説明コードタイプICMP メッセージ名

ICMP-ANY は、ICMP を使用しているすべてのプロト

コルに影響します。

ICMP-ANY を拒否すると、ICMP を使用してネットワー

クに ping を送信したり監視したりしようとする試

みを妨げます。

ICMP-ANY を許可すると、すべての ICMP メッセージ

が許可されます。

allallICMP-ANY

ICMP アドレス マスク クエリは、ブートストラップ

サーバーからのローカル サブネット マスクを必要

とするシステムに使用されます。

ICMP アドレス マスク要求メッセージを拒否すると、

ディスクがないシステムに悪影響を与えることがあ

ります。

ICMP アドレス マスク要求メッセージを許可すると、

第三者がネットワーク内のホストのオペレーティン

グ システムにフィンガープリントを残すことが可能

になる場合があります。

0

0

17

18

ICMP-ADDRESS-MASK

• 要求

• 応答

ICMP 宛先不明エラー メッセージは、宛先ホストが

パケットを拒否するように設定されていることを表

します。

コード 0、1、4、5 は、ゲートウェイからのパケッ

トに指定できます。コード 2 と 3 はホストからの

パケットに指定できます(RFC 792）。

ICMP 宛先不明エラー メッセージを拒否すると、ホ

ストが J シリーズまたは SRX シリーズ デバイスの

背後で稼働しているという推測を取り除くことがで

きます。

ICMP 宛先不明エラー メッセージを許可すると、セ

キュリティ フィルタリングなど、ネットワークにつ

いて推測できます。

03ICMP-DEST-UNREACH

ICMP フラグメント化エラー メッセージは、フラグ

メント化が必要であるが、don’t fragment フラグ

が設定されていることを表します。

インターネットから内部ネットワークへのこれらの

メッセージを拒否するよう推奨します。

43ICMP Fragment Needed

ICMP フラグメント再アセンブリ時間超過エラーは、

フラグメント メッセージを再アセンブリしているホ

ストが時間切れとなり、パケットを破棄したことを

表します。このメッセージは時々送信されます。

インターネット（外部）から trusted（内部）ネッ

トワークへのこれらのメッセージを拒否するよう推

奨します。

111ICMP FragmentReassembly
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表17: ICMP メッセージ （続き）

説明コードタイプICMP メッセージ名

ICMP ホスト不明エラー メッセージは、ルーティン

グ テーブル エントリが特定のホストを掲載してい

ないか、または無限大として掲載していることを表

します。このエラーは、フラグメント化できないゲー

トウェイが、フラグメント化が必要なパケットを受

信したときに、そのゲートウェイによって送信され

ることが時々あります。

インターネットから trusted ネットワークへのこれ

らのメッセージを拒否するよう推奨します。

これらのメッセージを許可すると、第三者が消去プ

ロセスによって内部ホストの IP アドレスを判別し

たり、ゲートウェイとフラグメント化について推測

できるようになります。

13ICMP-HOST-UNREACH

ICMP-INFO クエリ メッセージにより、ディスクのな

いホスト システムは、ネットワークの照会や自己構

成を行うことができます。

ICMP アドレス マスク要求メッセージを拒否すると、

ディスクがないシステムに悪影響を与えることがあ

ります。

ICMP アドレス マスク要求メッセージを許可すると、

第三者がネットワーク セグメントに情報クエリをブ

ロードキャストして、コンピュータのタイプを判断

できるようになる可能性があります。

0

0

15

16

ICMP-INFO

• 要求

• 応答

ICMP パラメータ問題エラー メッセージは、不正な

ヘッダー パラメータがあるのでパケットが廃棄され

た場合に、これを通知します。

インターネットから trusted ネットワークへのこれ

らのメッセージを拒否するよう推奨します。

ICMP パラメータ問題エラー メッセージを許可する

と、第三者がネットワークについて推測できるよう

になります。

012ICMP-PARAMETER-PROBLEM

ICMP ポート不明エラー メッセージは、特定のポー

トを要求するデータグラムを処理しているゲートウェ

イが、使用できない、またはネットワークでサポー

トされていないことを表します。

インターネットから trusted ネットワークへのこれ

らのメッセージを拒否するよう推奨します。

ICMP ポート不明エラー メッセージを許可すると、

特定のプロトコルに使用しているポートを第三者が

判断できるようになります。

33ICMP-PORT-UNREACH
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表17: ICMP メッセージ （続き）

説明コードタイプICMP メッセージ名

ICMP プロトコル不明エラー メッセージは、特定の

プロトコルを要求するデータグラムを処理している

ゲートウェイが、使用できない、またはネットワー

クでサポートされていないことを表します。

インターネットから trusted ネットワークへのこれ

らのメッセージを拒否するよう推奨します。

ICMP プロトコル不明エラー メッセージを許可する

と、ネットワークが実行しているプロトコルを第三

者が判断できるようになります。

23ICMP-PROTOCOL-UNREACH

ICMP リダイレクト ネットワーク エラー メッセー

ジは、J シリーズまたは SRX シリーズのデバイスに

よって送信されます。

インターネットから trusted ネットワークへのこれ

らのメッセージを拒否するよう推奨します。

05ICMP-REDIRECT

ICMP リダイレクト メッセージは、別のパスで送信

される、特定のホストを宛先とするデータグラムを

表します。

15ICMP-REDIRECT-HOST

ICMP リダイレクト TOS（サービス タイプ）および

ホスト エラーは、メッセージ タイプです。

35ICMP-REDIRECT-TOS-HOST

ICMP リダイレクト TOS およびネットワーク エラー

は、メッセージ タイプです。

25ICMP-REDIRECT-TOS-NET

ICMP 送信元エラー メッセージは、パケットを受け

取り、キューに入れて、ネクスト ホップに送信する

ために使用できるバッファのスペースが、デバイス

にないことを表します。

これらのメッセージを拒否しても、内部ネットワー

クのパフォーマンスが向上したり低下したりするこ

とはありません。

これらのメッセージを許可すると、デバイスが混雑

していることが第三者に知られ、攻撃対象となって

しまいます。

04ICMP-SOURCE-QUENCH

ICMP ソース ルート失敗エラー メッセージ。

インターネット（外部）からのこれらのメッセージ

を拒否することを推奨します。

53ICMP-SOURCE-ROUTE-FAIL
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表17: ICMP メッセージ （続き）

説明コードタイプICMP メッセージ名

ICMP TTL（生存時間）超過エラー メッセージは、パ

ケットが宛先に到達する前にパケットの TTL 設定が

ゼロになったことを表します。これにより、再送信

されたパケットが処理される前に、古いパケットが

確実に廃棄されます。

trusted ネットワークからインターネットへのこれ

らのメッセージを拒否するよう推奨します。

011ICMP-TIME-EXCEEDED

ICMP-TIMESTAMP クエリ メッセージは、時間を同期

し、大規模で多様なネットワークでの時間配信を調

整する機構を提供します。

0

0

13

14

ICMP-TIMESTAMP

• 要求

• 応答

ping は、特定のホストに IP アドレスでアクセス可

能かどうかを判断するユーティリティです。

ping 機能を拒否すると、ホストがアクティブかどう

かを調べることができなくなります。

ping を許可すると、第三者が DoS（サービス拒否）

攻撃やスマーフ攻撃を実行できるようになります。

08ping（ICMP ECHO）

ICMP フラグメント エコー リアセンブリ時間超過エ

ラー メッセージは、リアセンブリ時間を超過したこ

とを示します。

これらのメッセージを拒否することを推奨します。

111ICMP-ECHO-FRAGMENT-ASSEMBLY-EXPIRE

traceroute は、特定のホストにアクセスするパスを

示すユーティリティです。

インターネット（外部）から trusted（内部）ネッ

トワークへのこのユーティリティを拒否するよう推

奨します。

0

1

30

30

traceroute

• 転送

• 破棄

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 188ページのICMP 到達不能エラーのデフォルト動作

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットの設定

ICMP 到達不能エラーのデフォルト動作

異なったセキュリティのレベルに対して、ダウンストリームにある Juniper Networks デバイ

スからの ICMP 到達不能エラーに対するデフォルトの行動は、次のように処理されます。

• ICMP タイプ 3 コード 4 メッセージに対して、セッションを閉じません。
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ICMP メッセージは、セッションをドロップせずに通過します。しかし、パケットはセッショ

ンごとにドロップされます。

• どの種類の ICMP 到達不能メッセージを受信しても、セッションを閉じません。

• セッションは、ICMP 到達不能メッセージを保管し、通過するメッセージ数を 1 に制限しま

す。

1 つの ICMP 到達不能メッセージが、ルーターごとにグローバルに生成されます。残りの

ICMP 到達不能メッセージはドロップされます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 184ページの定義済み ICMP ポリシー アプリケーションについて

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

定義済みのインターネット関連ポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みインターネット関連アプリケーションをそのポリシーに対し

て指定できます。

189ページの表18に、インターネット関連の定義済みアプリケーションを示します。ネットワー

ク要件によって、これらのアプリケーションのいずれかまたはすべてを許可あるいは拒否でき

ます。各エントリについて、アプリケーション名、デフォルトの受信ポート、およびアプリケー

ションの説明を示します。

表18: 定義済みアプリケーション

アプリケーションの説明ポートアプリケーション名

America Online ISP（インターネット サービス プロバイダ）は、インターネッ

ト、チャット、およびインスタント メッセージ アプリケーションを提供しま

す。

5190-5193AOL

動的ホスト設定プロトコル67（デフォルト）DHCP relay

DHCP（動的ホスト構成プロトコル）は、ネットワーク アドレスを割り当て、サー

バーからホストへ設定パラメータを配信します。

68 クライアント

67 サーバー

DHCP

DNS（ドメイン名システム）は、ドメイン名を IP アドレスに変換します。53DNS

FTP（ファイル転送プロトコル）によって、マシン間でファイルを送受信できま

す。ANY（GET または PUT）を拒否または許可したり、GET または PUT のどちら

かを選択して許可あるいは拒否できます。GET は別のマシンからファイルを受信

し、PUT は別のマシンにファイルを送信します。

アントラステッド ソース（インターネット）からの FTP サービスは、拒否する

ことを推奨します。

20 データ

21 制御

FTP

• FTP-Get

• FTP-Put
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表18: 定義済みアプリケーション （続き）

アプリケーションの説明ポートアプリケーション名

Gopher は、インターネット サーバーのコンテンツをファイルの階層構造のリス

トに整理し、表示します。

ネットワーク構造が公開されるのを避けるため、Gopher のアクセスを拒否する

ことを推奨します。

70Gopher

HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）は、WWW（World Wide Web）が使用す

る、基礎となるプロトコルです。

HTTP アプリケーションを拒否すると、ユーザーはインターネットを表示できな

くなります。

HTTP アプリケーションを許可すると、トラステッド ホストはインターネットを

表示できるようになります。

8080HTTP

拡張された非標準ポートを使用する HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコル）—HTTP-EXT

SSL（Secure Sockets Layer）を使用する HTTP（ハイパーテキスト転送プロトコ

ル）は、インターネットを通して機密文書を送信するためのプロトコルです。

HTTPS を拒否すると、ユーザーはインターネット上でのショッピングや、セキュ

リティ保護されたパスワードのやり取りを必要とする特定のオンライン リソー

スにアクセスできなくなります。

HTTPS を許可すると、トラステッド ホストは、パスワードのやり取り、オンラ

イン ショッピング、ユーザー ログインを必要とする、保護された各種オンライ

ン リソースにアクセスできるようになります。

443HTTPS

インターネット ロケータ サービスには、LDAP、ユーザー ロケータ サービス、

TSL/SSL 上の LDAP が含まれます。

—インターネット ロケータ

サービス

IRC（Internet Relay Chat）を使用して、インターネットに接続し、ライブで会

話に参加できます。

6665-6669IRC

LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）は、情報ディレクトリにアク

セスするために使用するプロトコル セットです。

389LDAP

PC-Anywhere は、リモート制御・ファイル転送ソフトウェアです。—PC-Anywhere

TFTP（Trivial File transfer Protocol）は簡単なファイル転送のためのプロト

コルです。

69TFTP

WAIS（Wide Area Information Server）は、インターネット上の文書を検索する

プログラムです。

—WAIS

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 192ページの動的ルーティング プロトコルの定義済みポリシー アプリケーションについて

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する
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Microsoft の定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みの Microsoft アプリケーションをそのポリシーに対して指定

できます。

191ページの表19に、定義済みの Microsoft アプリケーション、各アプリケーションに関連する

パラメータ、各アプリケーションの簡単な説明を示します。パラメータには、UUID（Universal

Unique Identifier）および TCP/UDP ソース ポートと宛先ポートが含まれます。UUID は、ハー

ドウェア アドレス、タイムスタンプ、シード値から生成される 128 ビットの一意の番号です。

表19: 定義済みの Microsoft アプリケーション

説明パラメータ/UUIDアプリケーション

Microsoft RPC（リモート プロシージャ

コール）EPM（エンドポイント マッパー）

プロトコル

135

e1af8308-5d1f-11c9-91a4-08002b14a0fa

Junos MS-RPC-EPM

任意の Microsoft RPC（リモート プロシー

ジャ コール）アプリケーション

—Junos MS-RPC

Microsoft Exchange アプリケーション グ

ループには、以下が含まれます。

• Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-DATABASE

• Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-DIRECTORY

• Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-INFO-STORE

3 メンバーJunos MS-RPC-MSEXCHANGE

Microsoft Exchange データベース アプリ

ケーション

1a190310-bb9c-11cd-90f8-00aa00466520Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-DATABASE

Microsoft Exchange ディレクトリ アプリ

ケーション

f5cc5a18-4264-101a-8c59-08002b2f8426

f5cc5a7c-4264-101a-8c59-08002b2f8426

f5cc59b4-4264-101a-8c59-08002b2f8426

Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-DIRECTORY

Microsoft Exchange インフォメーション

ストア アプリケーション

0e4a0156-dd5d-11d2-8c2f-00c04fb6bcde

1453c42c-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b

10f24e8e-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b

1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04fd7bd09

Junos-MS-RPC-MSEXCHANGE-INFO-STORE

Microsoft TCP（伝送制御プロトコル）アプ

リケーション

—Junos-MS-RPC-TCP

Microsoft UDP（ユーザー データグラム プ

ロトコル）アプリケーション

—Junos-MS-RPC-UDP

Microsoft SQL（Structured Query

Language）

—Junos-MS-SQL
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表19: 定義済みの Microsoft アプリケーション （続き）

説明パラメータ/UUIDアプリケーション

Microsoft Network Messenger アプリケー

ション

—Junos-MSN

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

動的ルーティング プロトコルの定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みの動的ルーティング プロトコル アプリケーションをそのポ

リシーに対して指定できます。

ネットワーク要件によって、これらの動的ルーティング プロトコルから生成されたメッセージ

およびこれらの動的ルーティング プロトコルのパケットを許可あるいは拒否できます。192ペー

ジの表20に、サポートされている各動的ルーティング プロトコルの名前、ポート、および説明

を示します。

表20: 動的ルーティング プロトコル

説明ポート動的ルーティング プロトコル

RIP は、一般的な距離ベクトル ルーティング プロ

トコルです。

520RIP

OSPF は、一般的なリンク状態ルーティング プロト

コルです。

89OSPF

BGP は、外部/ドメイン間ルーティング プロトコル

です。

179BGP

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

ストリーミング ビデオの定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みの ストリーミング ビデオ アプリケーションをそのポリシー

に対して指定できます。

193ページの表21に、サポートされている各ストリーミング ビデオ アプリケーションの名前、

デフォルトのポート、および説明を示します。ネットワーク要件によって、これらのアプリケー

ションのいずれかまたはすべてを許可あるいは拒否できます。
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表21: サポートされているストリーミング ビデオ アプリケーション

説明ポートアプリケーション

H.323 は、視聴覚会議データがどのようにネットワー

ク経由で伝送されるかを定義する、ITU（国際電気通

信連合）によって認定された規格です。

TCP ソース 1 ～ 65535、TCP 宛先 1720、1503、389、

522、1731

UDP ソース 1 ～ 65535、UDP ソース 1719

H.323

Microsoft NetMeeting は、TCP を使用し、インター

ネットを介したテレビ会議（映像と音声）アプリケー

ションを提供します。

TCP ソース 1 ～ 65535、TCP 宛先 1720、1503、389、

522

UDP ソース 1719

NetMeeting

Real Media は、ストリーミング ビデオ オーディオ

技術です。

TCP ソース 1 ～ 65535、TCP 宛先 7070Real media

RTSP（リアルタイム ストリーミング プロトコル）

はストリーミング メディア アプリケーション用で

す

554RTSP

SIP（Session Initiation Protocol）は、セッショ

ンを作成、変更、終了するためのアプリケーション

層制御プロトコルです。

5056SIP

VDOLive は拡張可能なビデオ ストリーミング技術で

す。

TCP ソース 1 ～ 65535、TCP 宛先 7000 ～ 7010VDO Live

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

Sun RPC の定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みの Sun RPC アプリケーションをそのポリシーに対して指定で

きます。

193ページの表22に、Sun RPC ALG（リモート プロシージャ コール アプリケーション層ゲート

ウェイ）のアプリケーションの名前、パラメータ、正式名称を示します。

表22: RPC ALG アプリケーション

正式名称プログラム番号アプリケーション

Sun RPC ポートマッパー プロトコル111100000SUN-RPC-PORTMAPPER

任意の Sun RPC アプリケーションANYSUN-RPC-ANY

Sun RPC マウント デーモン100005SUN-RPC-PROGRAM-MOUNTD
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表22: RPC ALG アプリケーション （続き）

正式名称プログラム番号アプリケーション

Sun RPC ネットワーク ファイル システム100003

100227

SUN-RPC-PROGRAM-NFS

Sun RPC ネットワーク ロック マネージャ100021SUN-RPC-PROGRAM-NLOCKMGR

Sun RPC リモート クォータ デーモン100011SUN-RPC-PROGRAM-RQUOTAD

Sun RPC リモート ステータス デーモン100001SUN-RPC-PROGRAM-RSTATD

Sun RPC リモート ユーザー デーモン100002SUN-RPC-PROGRAM-RUSERD

Sun RPC リモート管理デーモン100232SUN-RPC-PROGRAM-SADMIND

Sun RPC スプレー デーモン100012SUN-RPC-PROGRAM-SPRAYD

Sun RPC ステータス100024SUN-RPC-PROGRAM-STATUS

Sun RPC ウォール デーモン100008SUN-RPC-PROGRAM-WALLD

Sun RPC イエロー ページ バインド アプリケーショ

ン

100007SUN-RPC-PROGRAM-YPBIND

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

セキュリティおよびトンネルの定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みのセキュリティ アプリケーションおよびトンネル アプリケー

ションをそのポリシーに対して指定できます。

195ページの表23に、サポートされている各アプリケーションを挙げ、各エントリのデフォルト

のポートと説明を示します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.194

Junos OS セキュリティ設定ガイド



表23: サポートされるアプリケーション

説明ポートアプリケーション

IKE（インターネット鍵交換）プロトコルは、ISAKMP

と使用するための認証済み鍵マテリアルを取得する

プロトコルです。

自動 IKE を設定する場合は、次の 3 つの定義済み

フェーズ 1 またはフェーズ 2 のプロポーザルから

選択できます。

• 標準：AES と 3DES

• 基本：DES および 2 つの異なるタイプの認証アル

ゴリズム

• 互換：一般的に使用される 4 つの認証および暗号

化アルゴリズム

UDP ソース 1 ～ 65535、UDP 宛先 500

4500（NAT traversal に使用）

IKE

L2TP は、リモート アクセス用に PPTP と L2F（レ

イヤ 2 転送）を組み合わせます。

1723L2TP

PPTP（ポイントツーポイント トンネリング プロト

コル）によって、企業は、公共のインターネット上

でプライベートトンネルを介してプライベート ネッ

トワークを拡張できます。

—PPTP

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

定義済みの IP 関連ポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みの IP 関連アプリケーションをそのポリシーに対して指定で

きます。

195ページの表24に、定義済みの IP 関連アプリケーションを示します。エントリごとに、デフォ

ルトのポートおよびアプリケーションの説明も示しています。

表24: 定義済みの IP 関連アプリケーション

説明ポートアプリケーション

任意のアプリケーション—Any

TCP TCPMUX ポート 1 を使用する任意のプロトコル1-65535TCP-ANY

UDP を使用する任意のプロトコル137UDP-ANY

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要
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• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

インスタント メッセージングの定義済みポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みのインスタント メッセージング アプリケーションをそのポ

リシーに対して指定できます。

196ページの表25に、定義済みのインターネット メッセージング サービスを示します。エント

リごとに、アプリケーションの名前、デフォルトのポートまたは割り当てられているポート、

およびアプリケーションの説明を示しています。

表25: 定義済みのインターネット メッセージング アプリケーション

説明ポートアプリケーション

Gnutella は、分散ネットワーク上で動作するパブリック ドメインのファイル共

有プロトコルです。任意のポートを割り当てることができますが、デフォルトの

ポートは 6346 です。

6346（デフォルト）Gnutella

Microsoft Network Messenger は、インスタント メッセージを送信したり、オ

ンラインで会話ができるユーティリティです。

1863MSN

NNTP（Network News Transport Protocol）は、USENET メッセージを投稿、配

布、検索するのに使用するプロトコルです。

119NNTP

IP 上の SMB（サーバー メッセージ ブロック）は、ネットワーク上のサーバー

へのファイルの読み書きができるプロトコルです。

445SMB

Yahoo! メッセンジャーは、他のユーザーがオンラインかどうかを調べたり、イ

ンスタント メッセージの送信やオンラインでの会話ができるユーティリティで

す。

5010YMSG

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 196ページの定義済みの管理ポリシー アプリケーションについて

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

定義済みの管理ポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みの管理アプリケーションをそのポリシーに対して指定できま

す。

197ページの表26に、定義済みの管理アプリケーションを示します。エントリごとに、アプリケー

ションの名前、デフォルトのポートまたは割り当てられているポート、およびアプリケーショ

ンの説明を示しています。
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表26: 定義済みの管理アプリケーション

説明ポートアプリケーション

NetBIOS ネーム アプリケーションは、UDP ポート 137 で送信されたすべての

NetBIOS 名パケットを表示します。

137NBNAME

IBM が公開している NetBIOS データグラム アプリケーションは、ブロードキャ

スト媒体に接続している PC に、リソースを見つけ、セッションの開始と終了を

行うコネクションレス（データグラム）アプリケーションを提供します。信頼性

が低く、パケットは順序付けが行われません。

138NDBDS

ネットワーク ファイル システムは、UDP を使用して、異なるタイプのコンピュー

タに保存されている共有ファイルへのアクセスをネット ワークユーザーに許可

します。SUN RPC は、NFS の構成要素です。

—NFS

NS-Global は、Juniper Networks ファイアウォール/VPN デバイスの中央管理プ

ロトコルです。

—NS Global

NS Global-PRO は、Juniper Networks ファイアウォール/VPN デバイス ファミ

リーの拡張可能な監視システムです。

—NS Global PRO

ネットワークおよびセキュリティのマネージャ—NSM

NTP（Network Time Protocol）は、コンピュータが時間基準に同期する方法を提

供します。

123NTP

RLOGIN は、リモート ホスト上で端末セッションを開始します。513RLOGIN

RSH は、リモート ホスト上でシェル コマンドを実行します。514RSH

SNMP（簡易ネットワーク管理プロトコル）は、複雑なネットワークを管理するた

めのプロトコルのセットです。

161SNMP

SQL*Net バージョン 1 は、データの作成、アクセス、変更、保護を行うことが

できるデータベース言語です。

66SQL*Net V1

SQL*Net バージョン 2 は、データの作成、アクセス、変更、保護を行うことが

できるデータベース言語です。

66SQL*Net V2

Microsoft SQL は、データの作成、アクセス、変更、保護を行うことができる独

自のデータベース サーバー ツールです。

1433（デフォルトのイン

スタンス）

MSSQL

SSH は、セキュアでないチャネル上で、強力な認証とセキュアな通信を通じて

ネットワーク上の別のコンピュータにログインするプログラムです。

22SSH

syslog は、システム ロガーにメッセージを送信する UNIX プログラムです。514SYSLOG

talk は、ユーザーの端末から別のユーザーの端末にラインをコピーする視覚的

な通信プログラムです。

517-518talk

Telnet は、端末デバイスと端末指向プロセスを相互にインターフェースさせる

標準的な方法を提供する UNIX プログラムです。

23Telnet
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表26: 定義済みの管理アプリケーション （続き）

説明ポートアプリケーション

WinFrame は、非 Windows マシンのユーザーが Windows アプリケーションを実

行できる技術です。

—WinFrame

X-Windows は、Motif と OpenLook がベースとするウィンドウおよびグラフィッ

ク システムです。

—X-Windows

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

定義済みのメール ポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みのメール アプリケーションをそのポリシーに対して指定でき

ます。

198ページの表27に、定義済みのメール アプリケーションを示します。各アプリケーションの名

前、デフォルトのまたは割り当てられているポート番号、アプリケーションの説明も示してい

ます。

表27: 定義済みのメール アプリケーション

説明ポートアプリケーション

IMAP（インターネット メッセージ アクセス プロトコル）は、メッセージを取

り込むのに使用されるプロトコルです。

143IMAP

SMTP（簡易メール転送プロトコル）は、サーバー間でメッセージを送信するため

に使用されます。

25Mail（SMTP）

ポスト オフィス プロトコルは電子メールの取得に使用されます。110POP3

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

定義済みの UNIX ポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みの UNIX アプリケーションをそのポリシーに対して指定でき

ます。

199ページの表28に、定義済みの UNIX アプリケーションを示します。エントリごとに、アプリ

ケーションの名前、デフォルトのポートまたは割り当てられているポート、およびアプリケー

ションの説明を示しています。
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表28: 定義済みの UNIX アプリケーション

説明ポートアプリケーション

Finger は、ユーザーについての情報を提供する UNIX プログラムです。79FINGER

UUCP（UNIX-to-UNIX Copy Protocol）は、直接シリアル接続またはモデム接続を

介して 2 台のコンピュータ間でファイルを転送できる UNIX ユーティリティで

す。

117UUCP

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する

定義済みのその他のポリシー アプリケーションについて

ポリシーを作成すると、定義済みのその他のアプリケーションをそのポリシーに対して指定で

きます。

199ページの表29に、定義済みのその他のアプリケーションを示します。エントリごとに、アプ

リケーション名、デフォルトまたは割り当てられているポート、アプリケーションの説明を示

しています。

表29: 定義済みのその他のアプリケーション

説明ポートアプリケーション

CHARGEN（Character Generator Protocol）は、UDP または TCP ベースのデバッ

ギングおよび測定ツールです。

19CHARGEN

DISCARD（Discard Protocol）は、ポート 9 に送信された TCP または UDP デー

タの廃棄プロセスを記述するアプリケーション層プロトコルです。

9DISCARD

IDENT（Identification Protocol）は、TCP クライアント認証に使用される

TCP/IP アプリケーション層プロトコルです。

113IDENT

LPR（Line Printer Daemon Protocol）は、印刷アプリケーションに使用される

TCP ベースのプロトコルです。

515 リッスン、

721 ～ 731 ソース範囲

（両端を包む）

LPR

RADIUS（リモート認証ダイヤルイン ユーザー サービス）アプリケーションは、

認証と課金のために使用されるサーバー プログラムです。

1812RADIUS

SQL 監視（Microsoft）1434（SQL 監視ポート）SQLMON

VNC（Virtual Network Computing）は、インターネットに接続されている別のコ

ンピュータやモバイル Juniper Networks デバイスの表示ややり取りを容易にし

ます。

5800VNC
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表29: 定義済みのその他のアプリケーション （続き）

説明ポートアプリケーション

ネットワーク ディレクトリ アプリケーション プロトコルは、ドメイン名をルッ

クアップする方法です。

43WHOIS

IPsec-NAT は、ISAKMP および ESP パケットのネットワーク アドレス変換を許

可します。

—IPsec-NAT

SCCP (Cisco Station Call Control Protocol) は、シグナリング接続制御ポー

トを使用して、高可用性とフロー制御を提供します。

2000SCCP

VoIP（Voice over IP）アプリケーション グループは、インターネットを介した

音声アプリケーションを提供します。H.323 と SIP（Session Initiation

Protocol）を含みます。

—VoIP

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 173ページのセキュリティ ポリシー アプリケーションの概要

• 175ページの例:アプリケーションとアプリケーション セットを設定する
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第4部

アプリケーション層ゲートウェイ

• ALG 203ページ

• H.323 ALG 209ページ

• ALG for IKE and ESP 245ページ

• SIP ALG 255ページ

• SCCP ALG 313ページ

• MGCP ALG 335ページ

• RPC ALG 367ページ
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第9章

ALG

• ALG の概要 203ページ

• ALG タイプについて 204ページ

• VoIP DSCP 書き換え規則について 206ページ

• 例:VoIP DSCP 書き換え規則を設定する 207ページ

ALG の概要

アプリケーション レイヤ ゲートウェイ (ALG) は、SIP（セッション開始プロトコル）や FTP

などの特定のプロトコルの管理を目的としたソフトウェア コンポーネントです。ALG モジュー

ルは、アプリケーション層に対応したパケット処理を担当します。

ALG 機能は、セキュリティ ポリシーで設定されたサービスまたはアプリケーションによってト

リガできます。

• サービスとは、アプリケーション サービス（Telnet、FTP、SMTP、HTTP など）のためのレイ

ヤ 4 情報（標準的で一般に認められた TCP と UDP のポート番号など）を使用してアプリ

ケーション プロトコルを識別するオブジェクトのことです。

• アプリケーション は、レイヤ 4 サービスにマッピングするレイヤ 7 アプリケーションを指

定します。

定義済みサービスは、すでにレイヤ 7 アプリケーションにマッピングされています。ただし、

カスタム サービスの場合、サービスをアプリケーションに明示的にリンクする必要がありま

す。ポリシーを ALG に適用したい場合に特に必要です。

宛先がウェルノウン ポートであるパケットの ALG は、サービス タイプによってトリガされま

す。ALG は、指定されたトラフィックを代行受信して分析し、リソースを割り当てます。また、

トラフィックがデバイスを安全に通過することを許可する動的ポリシーを定義します。

1. パケットがデバイスに到着すると、フロー モジュールは、ポリシーで設定されたセキュリ

ティ規則に従って、パケットを転送します。

2. ポリシーがパケットを許可することが分かった場合、関連付けられたサービス タイプまた

はアプリケーション タイプが割り当てられ、このタイプのトラフィックにセッションが作

成されます。

3. パケットにセッションが見つかった場合、ポリシー ルールの一致は必要ありません。その

特定のサービス タイプまたはアプリケーション タイプが、サポートされた ALG 処理を要

求する場合、ALG モジュールがトリガされます。
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また、ALG は、パケットに組み込まれた IP アドレスがないか、パケット ペイロードにポート

情報がないかチェックし、必要に応じてネットワーク アドレス変換（NAT）処理を実行します。

さらに、ALG は、IP アドレスとポート番号に対してゲートを開き、セッションにデータ交換を

許可します。制御セッションとデータ セッションは、同じタイムアウト値を持つように連結で

きます。あるいは、独立していることもできます。

ALG はシャーシ クラスタ上でサポートされます。シャーシ クラスタについては、1029ページの

「シャーシ クラスタの概要」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 204ページのALG タイプについて

• 209ページのH.323 ALG について

• 255ページのSIP ALG について

• 313ページのSCCP ALG について

• 335ページのMGCP ALG について

• 367ページのRPC ALG について

ALG タイプについて

Junos OS は、ボイス オーバー IP アプリケーション層ゲートウェイ（VoIP ALG）および基本

データ ALG をサポートします。（使用しているハードウェア デバイスによって、サポートさ

れる ALG タイプが異なることに注意してください。）

VoIP ALG は、VoIP 信号トラフィックおよびメディア トラフィックにステートフル アプリケー

ション層検査およびネットワーク アドレス変換（NAT）機能を提供します。ALG は、トランザ

クション（すなわちコール）の状態を点検し、その状態に基づいてパケットを転送または破棄

します。

Junos OS は以下の VoIP ALG をサポートします。

• H.323 — H.323 ALG は、H.323 レガシー VoIP プロトコルのサポートを提供します。ALG に

よって、IP 電話やマルチメディア デバイスなど、端末ホスト間の VoIP 通信を安全にでき

ます。そのような電話システムでは、ゲートキーパー デバイスが VoIP コールの登録、許

可、およびコールの状態を管理します。ゲートキーパーは、2 つの異なるゾーンまたは同じ

ゾーンで存在可能です。

• SIP — SIP ALG は、セッション開始プロトコル（SIP）のサポートを提供します。SIP とは、

インターネット上でマルチメディア セッションを開始、変更、および終了するための IETF

（インターネット技術標準化タスクフォース）規格のプロトコルです。そのようなセッショ

ンには、ネットワーク環境でのインスタント メッセージおよびアプリケーション レベル モ

ビリティなどの機能を備えた会議やテレフォニー、マルチメディアなどがあります。

• SCCP — SCCP ALG は、Skinny クライアント制御プロトコル（SCCP）のサポートを提供しま

す。SCCP はコール シグナリングのための Cisco 独自のプロトコルです。Skinny はコール

エージェントベースのコール制御アーキテクチャに基づきます。制御プロトコルは、ウェル
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ノウン TCP ポート番号宛先に送信された TCP フレーム上でコード化された 2 進コード化フ

レームを使用して、RTP メディア セッションのセットアップおよびテアダウンを行います。

• MGCP — MGCP ALG は、メディア ゲートウェイ コントロール プロトコル（MGCP）のサポート

を提供します。MGCP は、メディア ゲートウェイとメディア ゲートウェイ コントローラ

（MGC）との間の呼設定と呼制御に使用されるテキストベースのアプリケーション層プロトコ

ルです。

Junos OS は以下のデータ ALG もサポートします。

• DNS — ドメイン名システム用の ALG を提供します。DNS ALG は、DNS クエリ パケットおよ

び応答パケットを監視します。また、パケットが応答メッセージであることを DNS フラグが

示す場合、セッションを閉じます。

• FTP — ファイル転送プロトコル（FTP）用の ALG を提供します。FTP ALG は PORT コマンド、

PASV コマンド、および 227 コマンドを監視します。また、必要に応じて、メッセージにお

いて IP での NAT、ポートでの NAT またはその両方を実行し、デバイス上でゲート開放を行

います。FTP ALG は、FTP put および FTP get コマンド ブロック化をサポートします。

FTP_NO_PUT コマンドまたは FTP_NO_GET コマンドがポリシーで設定されている場合、FTP ALG

はブロック化コマンドを返送します。そして、FTP STOR コマンドまたは FTP RETR コマンド

が観察されると、関連する開いたゲートを閉じます。

• TFTP — 簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）用の ALG を提供します。TFTP ALG は、要求を

開始した TFTP パケットを処理し、要求を送信したポートへの逆方向からの返りパケットを

許可するためにゲートを開きます。

• PPTP — ポイントツーポイント トンネリング プロトコル（PPTP）用の ALG を提供します。

PPTP は、TCP/IP ネットワークを横断して PPP データをトンネリングするレイヤ 2 プロト

コルです。PPTP クライアントは、Windows システムで自由に利用でき、仮想プライベート

ネットワーク（VPN）の構築のために広く配備されています。

• REAL — リアルタイム ストリーミング プロトコル用の ALG を提供します。

• MSRPC — Microsoft リモート プロシージャ コール用の ALG を提供します。

• SUNRPC — SUN リモート プロシージャ コール用の ALG を提供します。

• RSH — リモート シェル（RSH）用の ALG を提供します。RSH ALG は、ポート 514 向けの TCP

パケットを扱い、RSH ポート コマンドを処理します。RSH ALG は、ポート コマンドにおい

てポート上で NAT を実行し、必要なときにゲートを開きます。

• SQL — 構造化照会言語（SQL）用の ALG を提供します。SQLNET ALG は、サーバー側から SQL

TNS レスポンス フレームを処理します。また、パケットを解析して (HOST=ipaddress),

(PORT=port) パターンを探し、TCP データ・チャネルに対してクライアント側で NAT および

ゲート開放を行います。

• TALK — TALK プロトコル用の ALG を提供します。TALK プロトコルは、UDP ポート 517 およ

びポート 518 をコントロール チャネル接続用に使用します。talk プログラムはサーバーと

クライアントから構成されます。サーバーは、クライアント通知を処理し、talk セッション

の確立を支援します。talk サーバーには ntalk と talkd の 2 タイプがあります。TALK ALG

は、ntalk 形式と talkd 形式の両方のパケットを処理します。また、必要に応じて NAT お

よびゲート開放を実行します。
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これらの各 ALG の J-Web を使った有効化および設定については、J-Web ユーザー インター

フェースで [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] ページを選択し

[Help（ヘルプ）] をクリックしてください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 203ページのALG の概要

• 209ページのH.323 ALG について

• 255ページのSIP ALG について

• 313ページのSCCP ALG について

• 335ページのMGCP ALG について

• 367ページのRPC ALG について

VoIP DSCP 書き換え規則について

このトピックでは、リアルタイム トランスポート プロトコル（RTP）パケットの Differentiated

Services Code Point（DSCP）フィールドを変更するためのボイス オーバー IP アプリケーショ

ン層ゲートウェイ（VoIP ALG）メカニズムについて説明します。VoIP ALG メカニズムは、ALG

が認識する RTP セッションに適用可能です。

DSCP は、サービス クラス（CoS）のタイプ オブ サービス バイトの変更のことです。このバ

イトの 6 ビットは、DSCP フィールドとして使用するため再び割り当てられます。DSCP フィー

ルドで各 DSCP は、パケットに適用されるホップごとの動作を指定します。

ネットワークの混雑による VoIP の品質低下を避けるため、RTP パケットは DSCP ビットにマー

クを付けて、高いルーティング優先度を確保する必要があります。下流のルーターは、より速

く転送するため、それらのパケットをより優先度が高いキューに入れることができます。この

機能を提供するため、特定の設定に従って RTP パケットの DSCP フィールドを変更するための

VoIP ごとのメカニズムが必要です。これによって、ユーザー データグラム プロトコル/トラ

ンスポート制御プロトコル（UDP/TCP）に基づき ALG に遭遇する全 RTP パケットに特定の DSCP

ビットが割り当てられます。

書き換え規則は、対象ピアの要件を満たすために、発信パケットの適切な CoS ビットを変更し

ます。各書き換え規則は、VoIP ALG レベルで設定された現在の CoS 値を読み取ります。VoIP

ALG にヒットした全パケットに、この CoS 値で印を付けます。

この機能は、H323、セッション設定プロトコル（SIP）、メディア ゲートウェイ制御プロトコ

ル（MGCP）、および Skinny クライアント制御プロトコル（SCCP）に対する ALG DSCP マーキ

ングをサポートします。これらのそれぞれに対して 6 ビットの DSCP 値設定を提供します。最

初の RTP パケットが ALG にヒットすると、この機能は、設定から 6 ビットの DSCP 値を受信

し、そのパケットが作成した RTP セッションにその値を設定します。この最初の RTP パケッ

トおよび RTP セッションを通過する後続の RTP パケットには、セッションの 6 ビット DSCP

値に従って、マークが付けられます。

関連項目 207ページの例:VoIP DSCP 書き換え規則を設定する•
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例:VoIP DSCP 書き換え規則を設定する

この例では VoIP DSCP を設定する方法を説明します。

• 要件 207ページ

• 概要 207ページ

• 設定 207ページ

• 検証 207ページ

要件

この例では、統合コンバージェンス サービスを備えた SRX210 デバイスを使用します。例では

ALG が有効であると仮定します。

概要

この例では、4 つの ALG DSCP マーキング、SIP、H323、MGCP、および SCCP を設定する方法を

説明します。各 ALG DSCP に 6 ビットの DSCP 値設定を行います。

設定

ステップごとの手順 VoIP DSCP 書き換え規則を設定するには：

1. 各 VoIP ALG に DSCP を設定します。

[edit]

user@host# set security alg sip dscp-rewrite code-point 101010

user@host# set security alg h323 dscp-rewrite code-point 010101

user@host# set security alg mgcp dscp-rewrite code-point 111000

user@host# set security alg sccp dscp-rewrite code-point 000111

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

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

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 206ページのVoIP DSCP 書き換え規則について
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第10章

H.323 ALG

• H.323 ALG について 209ページ

• Avaya H.323 ALG について 211ページ

• H.323 ALG 設定の概要 213ページ

• H.323 ALG 端点登録タイムアウト 213ページ

• H.323 ALG メディア ソース ポート範囲 215ページ

• H.323 ALG DoS 攻撃保護 216ページ

• H.323 ALG の未知のメッセージ タイプ 218ページ

• 例:H.323 ALG トラフィックをプライベート ゾーンのゲートキーパーに渡す 220ページ

• 例:H.323 ALG トラフィックを外部ゾーンのゲートキーパーに渡す 225ページ

• 例:NAT を H.323 ALG と使用して受信コールを有効にする 232ページ

• 例:NAT を H.323 ALG と使用して送信コールを有効にする 238ページ

H.323 ALG について

H.323 標準は、国際電気通信連合（ITU-T）によって定義されたレガシーのボイス オーバー IP

（VoIP）プロトコルです。H.323 は、VoIP のコール シグナリングとコール制御に使用される

プロトコル群（H.225.0 や H.245 など）から構成されます。

H.323 は ASN.1 コーディング フォーマットを使用します。H.323 は、Q.931 プロトコル（ポー

ト番号 1720）および H.245 プロトコルに従って、データ、ビデオ、およびオーディオの各ス

トリーム用のダイナミック リンクをセットアップします。H.323 には主なプロセスが 3 つあ

ります。

• ゲートキーパーの発見 — 端点は、（既知の IP およびウェルノウン UDP ポート 1719 への）

ブロードキャストまたはユニキャストを通して、ゲートキーパー発見プロセスによってゲー

トキーパーを発見します。（Junos OS はユニキャストのみをサポートします。）

• 端点の登録、承認、およびステータス — 端点はゲートキーパーに登録し、その管理を要求し

ます。コールを行う前に、端点は、コールを発する権限をゲートキーパーに要求します。登

録フェーズと承認フェーズの両方において、登録、承認、状態（RAS）チャネルが使用されま

す。トランスポート サービス アクセス ポイント（TSAP）は、ウェルノウン UDP ポート

（1719）、または発見フェースや登録フェーズから動的に割り当てられたポートのいずれか

です。
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• コール制御およびコール設定 — コールの確立は、ゾーン内、2 つのゾーン間、さらには複数

のゾーン間（マルチポイント会議）で可能です。コールの設定およびテアダウンは、TSAP が

ウェルノウン TCP ポート（1720）であるコール信号チャネルを通して実行されます。2 つの

端点間のメディア チャネルの開放/閉鎖などのコール制御は、TSAP が前のコール信号プロセ

スから動的に割り当てられたコール制御チャネルを通して行われます。H.245 メッセージは、

コール制御チャネルで使用され、ASN.1 を使用してコード化されます。

注: H.323 に関する詳細情報は ITU-T 勧告 H.323 に記載されています。

H.323 ALG（アプリケーション層ゲートウェイ）を使用すると、IP 電話やマルチメディア デバ

イスなどの端末ホスト間で、セキュア VoIP 通信が可能になります。そのような電話システム

では、ゲートキーパー デバイスが VoIP コールの登録、許可、およびコールの状態を管理しま

す。ゲートキーパーは、2 つの異なるゾーンまたは同じゾーンで存在可能です。（210ページの

図13を参照。）

図 13: VoIP コールのための H.323 ALG

注: 図では例を示すために IP 電話を使用していますが、Microsoft NetMeeting マ

ルチメディア デバイスなど、VoIP プロトコルを使用する他のホストも設定できま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•
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• 203ページのALG の概要

• 211ページのAvaya H.323 ALG について

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

Avaya H.323 ALG について

H.323 標準は、国際電気通信連合（ITU-T）によって定義されたレガシーのボイス オーバー IP

（VoIP）プロトコルです。H.323 は、VoIP のコール シグナリングとコール制御に使用される

プロトコル群（H.225.0 や H.245 など）から構成されます。H.323 標準のアプリケーション層

ゲートウェイ（ALG）を設定するプロセスは、独自の Avaya H.323 ALG を設定するプロセスと

同じです。

ただし、Avaya H.323 ALG には特別な機能がいくつかあります。ここに示した Avaya H.323 特

有の機能を理解し設定するには、http://support.avaya.com にある Administrator Guide for

Avaya Communication Manager、Avaya IP Telephony Implementation Guide、および Avaya

Application Solutions IP Telephony Deployment Guide を参照してください。

本章のトピックは、以下のセクションを含みます。

• Avaya H.323 ALG 特有の機能 211ページ

• Avaya H.323 ALG におけるコール フローの詳細 211ページ

Avaya H.323 ALG 特有の機能

Avaya H.323 に特有の機能は以下のとおりです。

• H.323 Fast Connect

• H.323 非対称メディア

• 通話中着信

• 着信転送

• ボイス メール

• コール識別

• 会議電話

Avaya H.323 ALG におけるコール フローの詳細

• ネットワークに電話を接続する — コールが開始されるときではなく、電話がネットワークに

接続されるときに、Avaya は Q.931 Setup/Connect ネゴシエーションを行います。

• コールを生成する — コールを生成すると、コールをセットアップするのに、Q.931 と PBX

のそれ以上のネゴシエーションは必要ありません。電話がネットワークに接続されたときに、

PBX がすでに各電話の機能を格納しているためです。それ以上、Q.931 Setup and Connect

メッセージを PBX と交換しません。コールをセットアップするために、電話と PBX が H.323

Facility メッセージを交換します。

• CM に登録する — コールが生成されると、Avaya H.323 は Avaya Communication Manager

(CM) に登録します。登録プロセスは、一般的な H.323 標準登録プロセスと同様です。
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注: 直接モードおよびトンネル モードは Avaya H.323 ALG によって定義されて

いません。

コールが機能するためには、CM を Avaya 端点と共に配備する必要があります。コールの間

に、RAS メッセージおよび Q.931 メッセージが、CM と Avaya 端点との間で交換されます。

注: ソース ネットワーク アドレス変換（NAT）プールを持つ Avaya H.323 の場

合、登録プロセスでプールに許可される IP アドレスは 1 つのみです。

• リアルタイム トランスポート プロトコル（RTP）/リアルタイム制御プロトコル（RTCP）ポー

トのセットアップ — Q.931 Setup, Facility and Information メッセージは、RTP/RTCP ポー

トをセットアップするために使用されます。Avaya H.323 セッションの階層は Q.931、

RTP/RTCP、Parent、および Child です。

注: Avaya コール フロー プロセスでは H.245 ポートは使用されません。

• Avaya H.323 カウンタの使用 — コールおよびアクティブ コールのカウンタは Avaya H.323

ALG には該当しません。コールの生成およびテアダウンは、Facility メッセージによって後

で行われます。リソースがコールに割り当てられると、コールとアクティブ コールのカウン

タはすべて増分されます。リソースがコールに複数回割り当てられる場合、ファイアウォー

ルを複数回通過する、同じコールに属するメッセージが、カウンタの複数回の増分をトリガ

します。言いかえれば、コールのためのリソースを複数回割り当てる必要がある場合、同じ

コールに属しファイアウォールを複数回通過するメッセージは、カウンタの複数回の増分を

トリガする可能性があります。

たとえば、ゾーンが 2 つの場合、セットアップと接続のメッセージ ペアが、1 つのコール

リソースを割り当てます。アクティブ コール カウンタは 1 回増えます。セットアップと接

続のメッセージ ペアがファイアウォールを通過するたびに、一意のインターフェースおよび

NAT を備えた異なるコール リソースが割り当てられます。したがって、ゾーンが 3 つある

シナリオではカウンタは 2 回増えます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 203ページのALG の概要

• 209ページのH.323 ALG について

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要
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H.323 ALG 設定の概要

H.323 アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）は、デフォルトではデバイスで有効です。有効

にするためのアクションは不要です。ただし、次の手順を使用して H.323 ALG 動作を微調整で

きます。

1. 端点登録項目がネットワーク アドレス変換（NAT）テーブルにとどまる時間を指定します。

手順は214ページの「例：H.323 ALG 端点登録タイムアウトを設定する」を参照してくださ

い。

2. 狭い範囲または広い範囲のポートでメディア トラフィックを有効にします。手順は215ペー

ジの「例：H.323 ALG メディア ソース ポート範囲を設定する」を参照してください。

3. サービス拒否（DoS）フラッド攻撃から H.323 ゲートキーパーを保護します。手順は217ペー

ジの「例：H.323 ALG DoS 攻撃保護を設定する」を参照してください。

4. セッションが NAT モードおよびルート モードのときに未知のメッセージが通過できるよう

にします。手順は219ページの「例：未知の H.323 ALG メッセージ タイプを許可する」を参

照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 209ページのH.323 ALG について

• 220ページの例:H.323 ALG トラフィックをプライベート ゾーンのゲートキーパーに渡す

• 225ページの例:H.323 ALG トラフィックを外部ゾーンのゲートキーパーに渡す

• 232ページの例:NAT を H.323 ALG と使用して受信コールを有効にする

• 238ページの例:NAT を H.323 ALG と使用して送信コールを有効にする

H.323 ALG 端点登録タイムアウト

• H.323 ALG 端点登録タイムアウトについて 213ページ

• 例:H.323 ALG 端点登録タイムアウトを設定する 214ページ

H.323 ALG 端点登録タイムアウトについて

ネットワークアドレス変換（NAT）モードでは、Juniper Networks デバイスの背後にある保護

されたネットワーク内の端点が H.323 ゲートキーパーに登録されると、デバイスは、各端点の

プライベートツープライベート アドレスのマッピングを含む NAT テーブルに項目を追加しま

す。これらの項目によって、保護されたネットワーク内の端点は、受信コールを受信できます。

端点登録タイムアウトを設定して、端点登録項目が NAT テーブルにとどまる時間を指定しま

す。受信コール サービスが中断されないように、端点登録タイムアウトを、管理者がゲート

キーパーで設定したキープアライブ値以上に設定します。範囲は 10 ～ 50,000 秒で、デフォ

ルト値は 3,600 秒です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 209ページのH.323 ALG について
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• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

• 214ページの例:H.323 ALG 端点登録タイムアウトを設定する

例:H.323 ALG 端点登録タイムアウトを設定する

この例では、端点登録タイムアウトを指定する方法を説明します。

• 要件 214ページ

• 概要 214ページ

• 設定 214ページ

• 検証 215ページ

要件

始める前に、Avaya H.323 に特有の機能を理解し設定します。http://support.avaya.com にある

Administrator Guide for Avaya Communication Manager、Avaya IP Telephony Implementation

Guide、および Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide を参照してく

ださい。

概要

端点登録タイムアウト範囲を設定して、端点登録項目が NAT テーブルにとどまる時間を指定し

ます。範囲は 10 ～ 50,000 秒で、デフォルト値は 3,600 秒です。

設定

J-Web 簡単構成 H.323 ALG 端点登録タイムアウトを指定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [H323] タブを選択します。

3. [Timeout for endpoints（端点のタイムアウト）] ボックスで 5000 を入力します。

4. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

5. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 H.323 ALG 端点登録タイムアウトを指定するには：

1. H.323 ALG を設定し、端点登録タイムアウトを 5,000 秒にセットします。

[edit]

user@host# set security alg h323 endpoint-registration-timeout 5000

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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検証

設定が適切に機能していることを確認するため、show security alg h323 コマンドおよび show

security alg h323 counters コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 213ページのH.323 ALG 端点登録タイムアウトについて

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

H.323 ALG メディア ソース ポート範囲

• H.323 ALG メディア ソース ポート範囲について 215ページ

• 例:H.323 ALG メディア ソース ポート範囲を設定する 215ページ

H.323 ALG メディア ソース ポート範囲について

メディア ソース ポート機能では、狭い範囲または広い範囲のポートでメディア トラフィック

を許可するようデバイスを設定できます。デフォルトでは、デバイスは広い範囲のポートで

H.323 トラフィックをリッスンします。端点装置で送信ポートおよびリッスン ポートを指定で

きる場合、デバイスがメディア トラフィックを許可するポートの範囲を狭めたい場合がありま

す。こうすれば、H.323 トラフィックに開けるピンホールが小さくなり、セキュリティが向上

します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 209ページのH.323 ALG について

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

• 215ページの例:H.323 ALG メディア ソース ポート範囲を設定する

例:H.323 ALG メディア ソース ポート範囲を設定する

この例では、H.323 ALG メディア ソース ポート機能を有効にする方法を説明します。

• 要件 215ページ

• 概要 216ページ

• 設定 216ページ

• 検証 216ページ

要件

始める前に、Avaya H.323 に特有の機能を理解し設定します。http://support.avaya.com にある

Administrator Guide for Avaya Communication Manager、Avaya IP Telephony Implementation

Guide、および Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide を参照してく

ださい。
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概要

メディア ソース ポート機能では、狭い範囲または広い範囲のポートでメディア トラフィック

を許可するようデバイスを設定できます。デフォルトでは、デバイスは狭い範囲のポートで

H.323 トラフィックをリッスンします。この例では、メディア ソース ポート機能を有効化す

ることによって、メディア トラフィックに広いゲートを開くようデバイスを設定する方法を説

明します。

設定

J-Web 簡単構成 H.323 ALG メディア ソース ポート機能を有効化するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [H323] タブを選択します。

3. [Enable Permit media from any source port（Permit media from any source port の有

効化）] チェックボックスを選択します。

4. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

5. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 H.323 ALG メディア ソース ポート機能を有効化するには：

1. H.323 ALG のためのメディア ソース ポートを無効にすることにより、メディア トラ

フィックに狭いゲートを設定します。

[edit]

user@host# delete security alg h323 media-source-port-any

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するため、show security alg h323 コマンドおよび show

security alg h323 counters コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 215ページのH.323 ALG メディア ソース ポート範囲について

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

H.323 ALG DoS 攻撃保護

• H.323 ALG DoS 攻撃保護について 217ページ

• 例:H.323 ALG DoS 攻撃保護を設定する 217ページ
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H.323 ALG DoS 攻撃保護について

処理を試みる 1 秒当たりの登録、承認、状態（RAS）メッセージ数を制限することによって、

サービス拒否（DoS）フラッド攻撃から H.323 ゲートキーパーを保護できます。指定したしき

い値を越える受信 RAS 要求メッセージは、H.323 アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）に

よって破棄されます。範囲は 1 秒当たり 2 ～ 50,000 メッセージで、デフォルト値は 1,000

です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 209ページのH.323 ALG について

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

• 217ページの例:H.323 ALG DoS 攻撃保護を設定する

例:H.323 ALG DoS 攻撃保護を設定する

この例では、H.323 ALG DoS 攻撃保護機能を設定する方法を説明します。

• 要件 217ページ

• 概要 217ページ

• 設定 217ページ

• 検証 218ページ

要件

始める前に、Avaya H.323 に特有の機能を理解し設定します。http://support.avaya.com にある

Administrator Guide for Avaya Communication Manager、Avaya IP Telephony Implementation

Guide、および Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide を参照してく

ださい。

概要

処理を試みる 1 秒当たりの登録、承認、状態（RAS）メッセージ数範囲を制限することによっ

て、DoS フラッド攻撃から H.323 ゲートキーパーを保護できます。範囲は 1 秒当たり 2 ～

50,000 メッセージで、デフォルト値は 1,000 です。この例では、受信 RAS 要求メッセージの

数を毎秒 5,000 メッセージに制限します。

設定

J-Web 簡単構成 H.323 ALG DoS 攻撃保護機能を設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [H323] タブを選択します。

3. [Message flood gatekeeper threshold（メッセージ フラッド ゲートキーパーしきい値）]

ボックスで 5000 を入力します。

4. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

5. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。
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ステップごとの手順 H.323 ALG DoS 攻撃保護機能を設定するには：

1. H.323 ALG のためのゲートキーパーを設定し、しきい値をセットします。

[edit]

user@host# set security alg h323 application-screen message-flood gatekeeper threshold

5000

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するため、show security alg h323 コマンドおよび show

security alg h323 counters コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 217ページのH.323 ALG DoS 攻撃保護について

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

H.323 ALG の未知のメッセージ タイプ

• H.323 ALG の未知のメッセージ タイプについて 218ページ

• 例:未知の H.323 ALG メッセージ タイプを許可する 219ページ

H.323 ALG の未知のメッセージ タイプについて

この機能を使って、未確認の H.323 メッセージをデバイスがどのように処理するかを指定でき

ます。デフォルトでは未知の（サポートされない）メッセージは破棄されます。

処理を試みる 1 秒当たりの登録、承認、状態（RAS）メッセージ数を制限することによって、

サービス拒否（DoS）フラッド攻撃から H.323 ゲートキーパーを保護できます。指定したしき

い値を越える受信 RAS 要求メッセージは、H.323 アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）に

よって破棄されます。範囲は 1 秒当たり 2 ～ 50,000 メッセージで、デフォルト値は 1,000

です。

セキュリティを損なう可能性があるので、未知のメッセージの許可を推奨しません。ただし、

安全なテスト環境または本稼働環境では、異なるベンダー装置との相互運用性の問題を解決す

るのに、このコマンドは役立つ場合があります。未知の H.323 メッセージを許可すると、ボイ

ス オーバー IP（VoIP）トラフィックを分析して、一部のメッセージが破棄される理由を判断

できるので、ネットワークの稼働に役立つ場合があります。未知の H.323 メッセージ タイプ

機能によって、未知のメッセージ タイプを含む H.323 トラフィックを受け入れるようデバイ

スを設定できます。これはネットワーク アドレス変換（NAT）モードとルート モードの両方で

可能です。
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注: このオプションは、サポートされる VoIP パケットであると識別された受信パ

ケットにのみ適用されます。識別できない場合は、パケットは必ず破棄されます。

パケットがサポート対象のプロトコルであると識別され、未知のメッセージ タイプ

を許可するようデバイスが設定されている場合、メッセージは処理されずに転送さ

れます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 209ページのH.323 ALG について

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

• 219ページの例:未知の H.323 ALG メッセージ タイプの許可

例:未知の H.323 ALG メッセージ タイプを許可する

この例では、ルート モードと NAT モードの両方で、未知の H.323 メッセージ タイプを許可

するようデバイスを設定する方法を説明します。

• 要件 219ページ

• 概要 219ページ

• 設定 219ページ

• 検証 220ページ

要件

始める前に、Avaya H.323 に特有の機能を理解し設定します。http://support.avaya.com にある

Administrator Guide for Avaya Communication Manager、Avaya IP Telephony Implementation

Guide、および Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide を参照してく

ださい。

概要

この機能を使って、未確認の H.323 メッセージをデバイスがどのように処理するかを指定でき

ます。デフォルトでは未知の（サポートされない）メッセージは破棄されます。Enable Permit

NAT applied オプションおよび permit-nat-applied 設定ステートメントは、セッションが NAT

モードの場合、未知のメッセージの通過を許可するよう指定します。Enable Permit routed オ

プションおよび permit-routed 設定ステートメントは、セッションがルート モードの場合、未

知のメッセージの通過を許可するよう指定します。（透過モードのセッションはルート モード

として扱われます。）

設定

J-Web 簡単構成 ルート モードと NAT モードの両方で未知の H.323 メッセージ タイプを許可するようデバイ

スを設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [H323] タブを選択します。
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3. [Enable Permit NAT applied（Permit NAT applied の有効化）] チェックボックスを選択

します。

4. [Enable Permit routed（Permit routed の有効化）] チェックボックスを選択します。

5. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

6. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 ルート モードと NAT モードの両方で未知の H.323 メッセージ タイプを許可するようデバイ

スを設定するには：

1. セッションが NAT モードの場合、未知のメッセージの通過を許可するよう指定します。

[edit]

user@host# set security alg h323 application-screen unknown-message permit-nat-applied

2. セッションがルート モードの場合、未知のメッセージの通過を許可するよう指定します。

[edit]

user@host# set security alg h323 application-screen unknown-message permit-routed

3. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するため、show security alg h323 コマンドおよび show

security alg h323 counters コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 218ページのH.323 ALG の未知のメッセージ タイプについて

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

例:H.323 ALG トラフィックをプライベート ゾーンのゲートキーパーに渡す

この例では、プライベート ゾーン内の IP 電話ホストやゲートキーパーと、パブリック ゾー

ン内の IP 電話ホスト（2.2.2.5/32）との間を H.323 トラフィックが通過できるように、2 つ

のポリシーを設定する方法を説明します。

• 要件 220ページ

• 概要 221ページ

• 設定 221ページ

• 検証 224ページ

要件

始める前に

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.220

Junos OS セキュリティ設定ガイド



• Avaya H.323 特有の機能を理解し設定します。http://support.avaya.com にある Administrator

Guide for Avaya Communication Manager、Avaya IP Telephony Implementation Guide、お

よび Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを設定します。113ページの「セキュリティ ゾーンについて」を参照し

てください。

概要

この例では、プライベート ゾーン内の IP 電話ホストやゲートキーパーと、パブリック ゾー

ン内の IP 電話ホスト（2.2.2.5/32）との間を H.323 トラフィックが通過できるように、2 つ

のポリシーを設定する方法を説明します。デバイスへの接続には NAT を使用することも使用し

ないことも可能です。221ページの図14 を参照してください。

図 14: プライベート ゾーンの H.323 ゲートキーパー

設定

CLI 簡単構成 H.323 ALG トラフィックをプライベート ゾーンのゲートキーパーに渡すようデバイスを素早く

設定するには、以下のコマンドをコピーし CLI に貼り付けます。

[edit]

set security zones security-zone public address-book address ip_phone 2.2.2.5/32

set security zones security-zone private address-book address gateway 2.2.2.5/32

set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match source-address any
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set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match destination-address

IP_Phone

set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match application

junos-h323

set security policies from-zone private to-zone public policy P1 then permit

set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match source-address any

set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match destination-address

gateway

set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match application

junos-h323

set security policies from-zone public to-zone private policy P2 then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

H.323 ALG トラフィックをプライベート ゾーンのゲートキーパーに渡すようデバイスを設定す

るには：

1. 2 つのアドレス帳を設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone public address-book address ip_phone

2.2.2.5/32

set security zones security-zone private address-book address gateway 2.2.2.5/32

2. プライベート ゾーンからパブリック ゾーンへのポリシー P1 を設定します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match

destination-address IP_Phone

user@host# set security policies from-zone private to-zone public policy P1 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone private to-zone public policy P1 then

permit

3. パブリック ゾーンからプライベート ゾーンへのポリシー P2 を設定します。

[edit]
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user@host# set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match

destination-address gateway

user@host# set security policies from-zone public to-zone private policy P2 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone public to-zone private policy P2 then

permit

結果 設定モードから、show security policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図

した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

簡略化のため、この show 出力には、この例に関連する設定のみが含まれます。システムの他

の設定は省略符号（...）で示しています。

[edit]

user@host# show security policies

...

from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy default-deny {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}

}

}

from-zone private to-zone public {
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policy P1 {

match {

source-address any;

destination-address IP_Phone;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone private {

policy P2 {

match {

source-address any;

destination-address gateway;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

...

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• H.323 ALG 設定を確認する 224ページ

H.323 ALG 設定を確認する

目的 アクティブ コールに関する情報を表示します。

注: この show security コマンドへの出力におけるコールとアクティブ コールのた

めの H.323 カウンタは、H.323 の独自の Avaya 実装には適用されません。Q.931

setup and connect メッセージは、電話の電源が投入された直後に交換され、コー

ルの生成とテアダウンは Facility メッセージによって行われるためです。

コールに割り当てられたリソースが増えると、コールのカウンタとアクティブ コー

ルのカウンタが増えます。つまり、同じコールに属するメッセージがファイアウォー

ルを複数回通過すると、カウンタが増えるわけです。コールのためのリソースを複

数回割り当てる必要があるときに、これは該当します。たとえば、ゾーンが 2 つの

シナリオでは、設定と接続のメッセージ ペアは 1 つのコール リソースを割り当

て、アクティブ コール カウンタは 1 増えます。しかし、ゾーンが 3 つのシナリ

オでは、設定と接続のメッセージ ペアはファイアウォールを 2 回通過し、そのた

びに異なるコール リソースを割り当てます。この場合、カウンタは増えます。

アクション J-Web インターフェースから [Monitor（監視）] > [ALGs] > [H323] 選択します。あるいは、CLI

から show security alg h323 counters コマンドを入力します。
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受信した H.245 メッセージのカウンタも H.245 トンネリングの場合には正確ではありません。

H.245 メッセージは Q.931 パケットでカプセル化されているので、H.245 メッセージがあって

も、受信した H.245 メッセージのカウンタはゼロのままです。ただし、Other H245 カウンタ

が、これらのパケット通信を反映します。

[edit]

user@host> show security alg h323 counters

H.323 counters summary:

Packets received : 0

Packets dropped : 0

RAS message received : 0

Q.931 message received : 0

H.245 message received : 0

Number of calls : 0

Number of active calls : 0

H.323 error counters:

Decoding errors : 0

Message flood dropped : 0

NAT errors : 0

Resource manager errors : 0

H.323 message counters:

RRQ : 0

RCF : 0

ARQ : 0

ACF : 0

URQ : 0

UCF : 0

DRQ : 0

DCF : 0

Oth RAS : 0

Setup : 0

Alert : 0

Connect : 0

CallProd : 0

Info : 0

RelCmpl : 0

Facility : 0

Empty : 0

OLC : 0

OLC-ACK : 0

Oth H245 : 0

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 209ページのH.323 ALG について

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

例:H.323 ALG トラフィックを外部ゾーンのゲートキーパーに渡す

この例では、内部ゾーン内の IP 電話ホストと、外部ゾーン内のアドレス 2.2.2.5/32 にある

IP 電話ホスト（およびゲートキーパー）との間を H.323 トラフィックが通過できるように、2

つのポリシーを設定する方法を説明します。

• 要件 226ページ

• 概要 226ページ
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• 設定 227ページ

• 検証 230ページ

要件

始める前に

• Avaya H.323 特有の機能を理解し設定します。http://support.avaya.com にある Administrator

Guide for Avaya Communication Manager、Avaya IP Telephony Implementation Guide、お

よび Avaya Application Solutions IP Telephony Deployment Guide を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを設定します。113ページの「セキュリティ ゾーンについて」を参照し

てください。

概要

ルート モードは、いかなる種類のアドレス マッピングも要求しないので、通常、外部（また

はパブリック）ゾーンにあるゲートキーパーのデバイス設定は、内部（またはプライベート）

ゾーンにあるゲートキーパーの設定と同様です。この例では、内部ゾーン内の IP 電話ホスト

と、外部ゾーン内のアドレス 2.2.2.5/32 にある IP 電話ホスト（およびゲートキーパー）と

の間を H.323 トラフィックが通過できるように、2 つのポリシーを設定する方法を説明しま

す。デバイスは透過モードでもルート モードでもかまいません。226ページの図15 を参照して

ください。

図 15: 外部ゾーンの H.323 ゲートキーパー
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設定

CLI 簡単構成 H.323 ALG トラフィックを外部ゾーンのゲートキーパーに渡すようデバイスを素早く設定する

には、以下のコマンドをコピーし CLI に貼り付けます。

[edit]

set security zones security-zone external address-book address IP_Phone 2.2.2.5/32

set security zones security-zone internal address-book address gatekeeper 2.2.2.10/32

set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match source-address

any

set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match

destination-address IP_Phone

set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match application

junos-h323

set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 then permit

set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match source-address

any

set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match

destination-address gatekeeper

set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match application

junos-h323

set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 then permit

set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match source-address

IP_Phone

set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match

destination-address any

set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match application

junos-h323

set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 then permit

set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match source-address

gatekeeper

set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match

destination-address any
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set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match application

junos-h323

set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

H.323 ALG トラフィックを外部ゾーンのゲートキーパーに渡すようデバイスを設定するには：

1. 2 つのアドレス帳を設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone external address-book address IP_Phone

2.2.2.5/32

user@host# set security zones security-zone internal address-book address gatekeeper

2.2.2.10/32

2. 内部ゾーンから外部ゾーンへのポリシー P1 を設定します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match

destination-address IP_Phone

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P1 then

permit

3. 内部ゾーンと、外部ゾーンのゲートキーパーとの間のトラフィックを許可するためにポリ

シー P2 を設定します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match

destination-address gatekeeper

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy P2 then

permit
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4. 内部ゾーンの電話と外部ゾーンとの間のトラフィックを許可するためにポリシー P3 を設

定します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match

source-address IP_Phone

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P3 then

permit

5. 内部ゾーンの電話と外部ゾーンのゲートキーパーとの間のトラフィックを許可するために

ポリシー P4 を設定します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match

source-address gatekeeper

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 match

application junos-h323

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy P4 then

permit

結果 設定モードから、show security policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図

した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

簡略化のため、この show 出力には、この例に関連する設定のみが含まれます。システムの他

の設定は省略符号（...）で示しています。

[edit]

user@host# show security policies

...

from-zone internal to-zone external {

policy P1 {

match {

source-address any;

destination-address IP_Phone;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}
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policy P2 {

match {

source-address any;

destination-address gatekeeper;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone external to-zone internal {

policy P3 {

match {

source-address IP_Phone;

destination-address any;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

policy P4 {

match {

source-address gatekeeper;

destination-address any;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

...

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• H.323 ALG 設定を確認する 230ページ

H.323 ALG 設定を確認する

目的 アクティブ コールに関する情報を表示します。
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注: この show security コマンドへの出力におけるコールとアクティブ コールのた

めの H.323 カウンタは、H.323 の独自の Avaya 実装には適用されません。Q.931

setup and connect メッセージは、電話の電源が投入された直後に交換され、コー

ルの生成とテアダウンは Facility メッセージによって行われるためです。

コールに割り当てられたリソースが増えると、コールのカウンタとアクティブ コー

ルのカウンタが増えます。つまり、同じコールに属するメッセージがファイアウォー

ルを複数回通過すると、カウンタが増えるわけです。コールのためのリソースを複

数回割り当てる必要があるときに、これは該当します。たとえば、ゾーンが 2 つの

シナリオでは、設定と接続のメッセージ ペアは 1 つのコール リソースを割り当

て、アクティブ コール カウンタは 1 増えます。しかし、ゾーンが 3 つのシナリ

オでは、設定と接続のメッセージ ペアはファイアウォールを 2 回通過し、そのた

びに異なるコール リソースを割り当てます。この場合、カウンタは増えます。

アクション J-Web インターフェースから [Monitor（監視）] > [ALGs] > [H323] 選択します。あるいは、CLI

から show security alg h323 counters コマンドを入力します。

受信した H.245 メッセージのカウンタも H.245 トンネリングの場合には正確ではありません。

H.245 メッセージは Q.931 パケットでカプセル化されているので、H.245 メッセージがあって

も、受信した H.245 メッセージのカウンタはゼロのままです。ただし、Other H245 カウンタ

が、これらのパケット通信を反映します。

[edit]

user@host> show security alg h323 counters

H.323 counters summary:

Packets received : 0

Packets dropped : 0

RAS message received : 0

Q.931 message received : 0

H.245 message received : 0

Number of calls : 0

Number of active calls : 0

H.323 error counters:

Decoding errors : 0

Message flood dropped : 0

NAT errors : 0

Resource manager errors : 0

H.323 message counters:

RRQ : 0

RCF : 0

ARQ : 0

ACF : 0

URQ : 0

UCF : 0

DRQ : 0

DCF : 0

Oth RAS : 0

Setup : 0

Alert : 0

Connect : 0

CallProd : 0

Info : 0

RelCmpl : 0
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Facility : 0

Empty : 0

OLC : 0

OLC-ACK : 0

Oth H245 : 0

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 209ページのH.323 ALG について

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

例:NAT を H.323 ALG と使用して受信コールを有効にする

この例では、パブリック ネットワークからプライベート ネットワークへのコールを可能にす

るため、H.323 ALG を使って NAT を設定する方法を説明します。

• 要件 232ページ

• 概要 232ページ

• 設定 233ページ

• 検証 237ページ

要件

始める前に H.323 ALG について理解します。209ページの「H.323 ALG について」を参照してく

ださい。

概要

サーバーがプライベート ゾーンにあるゾーンが 2 つのシナリオでは、インターフェース上の

NAT プールをパブリック ゾーンに設定することによって、NAT を受信コールに使用できます。

この例では（233ページの図16を参照）、IP-Phone1 およびゲートキーパーと呼ばれるサーバー

がプライベート ゾーンにあり、IP-Phone2 がパブリック ゾーンにあります。NAT を行うため

に、静的 NAT ルール セットおよびソース NAT プールを設定します。プライベート ゾーンと

パブリック ゾーンとの間の ALG H.323 トラフィックを許可するため、プライベートからパブ

リックおよびパブリックからプライベートの 2 つのポリシーを作成します。
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図 16: H.323 ALG を使った NAT — 受信コール

この例では以下のようにソース NAT を設定します。

• パブリック ゾーンからのパケットを宛先アドレス 1.1.1.25/32 と照合するために、gatekeeper

という名前のルールを持つ gatekeeper という名前の静的 NAT ルール セットを作成します。

一致パケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.25/32 に変換

されます。

• 1.1.1.30/32～1.1.1.150/32 の IP アドレス範囲を含むように、h323-nat-pool という名前

のソース NAT プールを定義します。

• プライベート ゾーンからパブリック ゾーンへのパケットをソース IP アドレス 10.1.1.0/24

と照合するため、ルール h323-r1 を持つ h323-nat という名前のソース NAT ルール セット

を作成します。一致パケットについては、ソース アドレスが h323-nat-pool の IP アドレ

スに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/1.0 上でアドレス 1.1.1.30/32～1.1.1.150/32 に対してプロキシ

ARP を設定します。これによって、システムは、これらのアドレスについてインターフェー

スで受信した ARP 要求に応答できます。

設定

CLI 簡単構成 パブリック ネットワークからプライベート ネットワークへのコールを可能にするため、H.323

ALG を使って NAT を素早く設定するには、以下のコマンドをコピーし CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24
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set security zones security-zone private address-book address IP-Phone1 10.1.1.5/32

set security zones security-zone private address-book address gatekeeper 10.1.1.25/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address IP-Phone2 2.2.2.5/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

set security nat source pool h323-nat-pool address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32

set security nat source address-persistent

set security nat source rule-set h323-nat from zone private

set security nat source rule-set h323-nat to zone public

set security nat source rule-set h323-nat rule h323-r1 match source-address 10.1.1.0/24

set security nat source rule-set h323-nat rule h323-r1 then source-nat pool h323-nat-pool

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address IP-Phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address gatekeeper

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

destination-address IP-Phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

application junos-h323

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public then

permit

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

source-address IP-Phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

destination-address IP-Phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

destination-address gatekeeper

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

application junos-h323

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private then

permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

パブリック ネットワークからプライベート ネットワークへのコールを可能にするよう H.323

ALG を使って NAT を設定するには：

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. ゾーンを設定し、それらにアドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone private address-book address IP-Phone1 10.1.1.5/32

user@host# set security-zone private address-book address gatekeeper 10.1.1.25/32

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone public address-book address IP-Phone2 2.2.2.5/32

3. 静的 NAT ルール セットを作成します。

[edit security nat static rule-set ip-phones]
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user@host# set from zone public

user@host# set match destination-address 1.1.1.25/32

user@host# set then static-nat prefix 10.1.1.25/32

4. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.25/32

5. ソース NAT ルール セットを設定します。

[edit security nat]

set source pool h323-nat-pool address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32

set source address-persistent

set source rule-set h323-nat from zone private

set source rule-set h323-nat to zone public

set source rule-set h323-nat rule h323-r1 match source-address 10.1.1.0/24

set source rule-set h323-nat rule h323-r1 then source-nat pool h323-nat-pool

set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32

6. 送信トラフィックのポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public]

user@host# set match source-address IP-Phone1

user@host# set match source-address gatekeeper

user@host# set match destination-address IP-Phone2

user@host# set match application junos-h323

user@host# set then permit

7. 受信トラフィックのポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private]

user@host# set match source-address IP-Phone2

user@host# set match destination-address IP-Phone1

user@host# set match destination-address gatekeeper

user@host# set match application junos-h323

user@host# set then permit

結果 設定モードから show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、こ

の例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]
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user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address IP-Phone1 10.1.1.5/32;

address gatekeeper 10.1.1.25/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address IP-Phone2 2.2.2.5/32;

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool h323-nat-pool {

address {

1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32;

}

}

address-persistent;

rule-set h323-nat {

from zone private;

to zone public;

rule h323-r1 {

match {

source-address 10.1.1.0/24;

}

then {

source-nat {

pool {

h323-nat-pool;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

1.1.1.30/32 to 1.1.1.150/32;

}

}

}

static {

rule-set ip-phones {

from zone public;

rule gatekeeper {

match {
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destination-address 1.1.1.25/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.25/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

1.1.1.25/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone public {

policy private-to-public {

match {

source-address [IP-Phone1 gatekeeper];

destination-address IP-Phone2;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone private {

policy public-to-private {

match {

source-address IP-Phone2;

destination-address [IP-Phone1 gatekeeper];

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• H.323 ALG 状態を確認する 237ページ

• 静的 NAT 設定を確認する 238ページ

• ソース NAT ルール使用を確認する 238ページ

H.323 ALG 状態を確認する

目的 ご利用のシステムで H.323 ALG が有効であることを確認します。
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アクション 動作モードから show security alg h323 counters コマンドを入力して、アクティブ コールに

関する情報を表示します。

静的 NAT 設定を確認する

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static rule コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

ソース NAT ルール使用を確認する

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• H.323 ALG 設定を確認する

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要

例:NAT を H.323 ALG と使用して送信コールを有効にする

この例では、プライベート ネットワークからパブリック ネットワークへのコールを可能にす

るため、H.323 ALG を使って静的 NAT を設定する方法を説明します。

• 要件 238ページ

• 概要 238ページ

• 設定 239ページ

• 検証 243ページ

要件

始める前に、H.323 ALG およびそのプロセスについて理解します。209ページの「H.323 ALG に

ついて」を参照してください。

概要

この例では（239ページの図17を参照）、IP-Phone1 およびゲートキーパーと呼ばれるサーバー

がプライベート ゾーンにあり、IP-Phone2 がパブリック ゾーンにあります。IP-Phone1 およ

びゲートキーパーがパブリック ゾーンの IP-Phone2 に電話ができるように静的 NAT を設定し

ます。次に、パブリック ゾーンからプライベート ゾーンへの ALG H.323 トラフィックを許可

するために、public-to-private という名前のポリシーを作成し、プライベート ゾーンからパ

ブリック ゾーンへの ALG H.323 トラフィックを許可するために、private-to-public という

名前のポリシーを作成します。
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図 17: H.323 ALG を使った NAT — 送信コール

この例では以下のように静的 NAT を設定します。

• パブリック ゾーンからのパケットを宛先アドレス 1.1.1.5/32 と照合するために、phone1

という名前のルールを持つ ip-phones という名前の静的 NAT ルール セットを作成します。

一致パケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.5/32 に変換

されます。

• パブリック ゾーンからのパケットを宛先アドレス 1.1.1.25/32 と照合するために gatekeeper

という名前の別のルールを定義します。一致パケットについては、宛先 IP アドレスがプラ

イベート アドレス 10.1.1.25/32 に変換されます。

• インターフェース ge-0/0/1 上でアドレス 1.1.1.5/32 および 1.1.1.25/32 に対してプロキ

シ ARP を設定します。これによって、システムは、これらのアドレスについて指定されたイ

ンターフェースで受信した ARP 要求に応答できます。

設定

CLI 簡単構成 プライベート ネットワークからパブリック ネットワークへのコールを可能にするため、H.323

ALG を使って静的 NAT を素早く設定するには、以下のコマンドをコピーし CLI に貼り付けま

す。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address IP-Phone1 10.1.1.5/32

set security zones security-zone private address-book address gatekeeper 10.1.1.25/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0
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set security zones security-zone public address-book address IP-Phone2 2.2.2.5/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

set security nat static rule-set ip-phones from zone public

set security nat static rule-set ip-phones rule phone1 match destination-address 1.1.1.5/32

set security nat static rule-set ip-phones rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.5/32

set security nat static rule-set ip-phones rule gatekeeper match destination-address

1.1.1.25/32

set security nat static rule-set ip-phones rule gatekeeper then static-nat prefix

10.1.1.25/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.5/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.25/32

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

source-address IP-Phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

destination-address gatekeeper

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private match

application junos-h323

set security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private then

permit

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address IP-Phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address gatekeeper

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

destination-address IP-Phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

application junos-h323

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public then

permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

プライベート ネットワークからパブリック ネットワークへのコールを可能にするよう H.323

ALG を使って静的 NAT を設定するには：

1. インターフェースを構成します。

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. ゾーンを作成し、それらにアドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone private address-book address IP-Phone1 10.1.1.5/32

user@host# set security-zone private address-book address gatekeeper 10.1.1.25/32

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone public address-book address IP-Phone2 2.2.2.5/32

3. 静的な NAT ルール セットをルールを使って設定します。

[edit security nat static rule-set ip-phones]

user@host# set from zone public

user@host# set rule phone1 match destination-address 1.1.1.5/32
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user@host# set rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.5/32

user@host# set rule gatekeeper match destination-address 1.1.1.25/32

user@host# set rule gatekeeper then static-nat prefix 10.1.1.25/32

4. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1 address 1.1.1.5/32

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1 address 1.1.1.25/32

5. 受信トラフィックのセキュリティ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy public-to-private]

user@host# set match source-address IP-Phone2

user@host# set match destination-address gatekeeper

user@host# set match application junos-h323

user@host# set then permit

6. 送信トラフィックのセキュリティ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public]

user@host# set match source-address IP-Phone1

user@host# set match source-address gatekeeper

user@host# set match destination-address IP-Phone1

user@host# set match destination-address IP-Phone2

user@host# set match application junos-h323

user@host# set then permit

結果 設定モードから show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、こ

の例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address IP-Phone1 10.1.1.5/32;

address gatekeeper 10.1.1.25/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;
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}

}

security-zone public {

address-book {

address IP-Phone2 2.2.2.5/32;

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

static {

rule-set ip-phones {

from zone public;

rule phone1 {

match {

destination-address 1.1.1.5/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.5/32;

}

}

rule gatekeeper {

match {

destination-address 1.1.1.25/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.25/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

1.1.1.5/32;

1.1.1.25/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone public to-zone private {

policy public-to-private {

match {

source-address IP-Phone2;

destination-address gatekeeper;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone public {
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policy private-to-public {

match {

source-address [IP-Phone1 gatekeeper];

destination-address IP-Phone2;

application junos-h323;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• H.323 ALG 状態を確認する 243ページ

• 静的 NAT 設定を確認する 243ページ

H.323 ALG 状態を確認する

目的 ご利用のシステムで H.323 ALG が有効であることを確認します。

アクション 動作モードから show security alg h323 counters コマンドを入力して、アクティブ コールに

関する情報を表示します。

静的 NAT 設定を確認する

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static rule コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• H.323 ALG 設定を確認する

• 213ページのH.323 ALG 設定の概要
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第11章

ALG for IKE and ESP

• ALG for IKE and ESP について 245ページ

• ALG for IKE and ESP の動作について 246ページ

• 例:IKE and ESP ALG を設定する 247ページ

• 例:IKE and ESP ALG を有効化しタイムアウトを設定する 252ページ

ALG for IKE and ESP について

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスは、NAT ゲートウェイのプライベート側にある VPN

クライアントと、パブリック側にある仮想プライベート ネットワーク（VPN）ゲートウェイと

の間に配置されたとき、単独でネットワーク アドレス変換（NAT）デバイスとして使用できま

す。

インターネット鍵交換（IKE）トラフィックおよび暗号ペイロード（ESP）トラフィックは、ク

ライアントとサーバーとの間で交換されます。ただし、クライアントが NAT-Traversal (NAT-T)

をサポートせず、デバイスが NAT によって生成された同じ IP アドレスを複数のクライアント

に割り当てている場合、デバイスは、リターン トラフィックを適切に区別しルーティングする

ことができません。

注: ユーザーが、NAT-T 対応クライアントと NAT-T 非対応クライアントの両方をサ

ポートしたい場合、追加設定が必要です。NAT-T 対応クライアントがある場合、ユー

ザーは、ソース NAT アドレス保持を有効にする必要があります。

ALG for IKE and ESP は、クライアントとサーバーとの間の IKE トラフィックを監視します。

そして、あるクライアント/サーバー ペア間の IKE フェーズ 2 メッセージの交換を 1 回のみ

許可します。任意のクライアントと任意のサーバーとの間の交換を 1 回のみ許可するのではあ

りません。

ALG for IKE and ESP トラフィックは作成されており、NAT は以下を実装するよう拡張されて

います。

• SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスは、ソース NAT プールを使って IKE トラフィッ

クおよび ESP トラフィックを通過させることができます。

• NAT を使わずに同じ IP アドレスに対して、NAT によって生成された同じ IP アドレスを返

すようデバイスを設定できます（「アドレス保持 NAT」）。その結果、特に IKE セッション
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がタイムアウトして再確立が必要なときに、デバイスは、クライアントの送信 IKE トラフィッ

クをサーバーからの戻りトラフィックに関連付けることができます。

• クライアントとサーバーとの間に生じる ESP トラフィックも、特にサーバーからクライアン

トへの方向に許可されます。

• 戻りの ESP トラフィックは以下と一致します。

• ソース IP はサーバー IP アドレス

• 宛先 IP はクライアント IP アドレス

ALG for IKE and ESP の動作について

提案された ALG for IKE and ESP トラフィックは以下を行います。

• ALG for IKE and ESP は、クライアントとサーバーとの間の IKE トラフィックを監視しま

す。また、任意の時点でクライアントとサーバーとの間の IKE フェーズ 2 メッセージを 1

つのみ許可します。

• フェーズ 2 メッセージが確認されると：

• クライアントとサーバーとの間のフェーズ 2 交換がまだ行われていない場合、IKE ALG

は、クライアントからサーバー方向およびサーバーからクライアント方向で、関連する

ESP トラフィックにゲートを開きます。

• ゲートを正常に開くことができない場合、またはすでにフェーズ 2 交換が行われている場

合、フェーズ 2 メッセージは破棄されます。

• ESP トラフィックがそれらのゲートにヒットすると、セッションが作成され、後続の ESP ト

ラフィックを取り込み、適切な NAT を行います（クライアントからサーバーへのトラフィッ

クでのソース IP アドレスの変換、およびサーバーからクライアントへのトラフィックでの

宛先 IP アドレスの変換）。

• トラフィックが、いずれかのまたは両方のゲートにヒットしない場合、ゲートは自然にタイ

ムアウトになります。

• ゲートがつぶれるかタイムアウトになると、別の IKE フェーズ 2 交換が許可されます。

• フローティング ポート 4500 上の IKE NAT-T トラフィックは、IKE ALG で処理されません。

NAT-T 対応クライアントと非対応クライアントの混在をサポートするには、ユーザーは、ソー

ス NAT アドレス保持を有効にする必要があります。

関連項目 203ページのALG の概要•

• 1217ページのNAT の概要

• 245ページのALG for IKE and ESP について

• 247ページのALG for IKE and ESP の動作について

• 例:IKE and ESP ALG の有効化とタイムアウトを設定する（CLI）
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例:IKE and ESP ALG を設定する

この例では、Juniper Networks デバイス上でソース NAT プールを使って IKE トラフィックお

よび ESP トラフィックを通過させるよう IKE and ESP ALG を設定する方法を説明します。

• 要件 247ページ

• 概要 247ページ

• 設定 247ページ

• 検証 251ページ

要件

始める前に

• ソース NAT プールの全 IP アドレスにプロキシ ARP を設定します。

• ALG for IKE and ESP の背後にある概念を理解します。246ページの「ALG for IKE and ESP

の動作について」を参照してください。

概要

この例では、IKE および ESP トラフィックを監視し、Juniper Networks デバイスの互いに反

対側に置かれたクライアントとサーバーとの間で当該トラフィックの交換ができるように、ALG

for IKE and ESP を設定します。

この例では、ソース NAT プールおよびルール セットの設定、IKE and ESP ALG をサポートす

るカスタム アプリケーションの設定、およびこの ALG のポリシーへの関連付けを行う方法を

説明します。

NAT-traversal（NAT-T）対応クライアントと非対応クライアントの混在をサポートした場合、

持続的ソース NAT 変換を有効にする必要があります（特定のソース NAT が、ある IP アドレ

スと関連付けられると、その後のソース NAT 変換が同じ IP アドレスを使用するため）。ま

た、UDP ポート 4500 での IKE と ESP のカプセル化をサポートするため、カスタム IKE NAT

トラバーサル アプリケーションを設定する必要があります。この設定によって IKE と ESP は

NAT 対応デバイスを通過できます。

設定

• NAT ソース プールおよびルール セットを設定する 247ページ

• カスタム アプリケーションを設定しポリシーにそれを関連付ける 249ページ

• NAT-T 対応および非対応クライアントの両方への IKE and ESP ALG サポートを設定す

る 250ページ

NAT ソース プールおよびルール セットを設定する

CLI 簡単構成 NAT ソース プールおよびルール セットを素早く設定するには、以下のコマンドをコピーし、

CLI に貼り付けます。

[edit]

set security nat source pool pool1 address 10.10.10.1/32 to 10.10.10.10/32

set security zones security-zone green address-book address sa1 1.1.1.0/24
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set security zones security-zone red address-book address da1 2.2.2.0/24

set security nat source rule-set rs1 from zone green

set security nat source rule-set rs1 to zone red

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 1.1.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 2.2.2.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool pool1

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

ソース NAT プールを設定するには：

1. NAT ソース プールを作成します。

[edit]

user@host# set security nat source pool pool1 address 10.10.10.1/32 to 10.10.10.10/32

2. セキュリティ ゾーン アドレス帳項目を設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone green address-book address sa1 1.1.1.0/24

user@host# set security zones security-zone red address-book address da1 2.2.2.0/24

3. NAT ソース ルール セットを作成します。

[edit security nat source rule-set rs1]

user@host# set from zone green

user@host# set to zone red

user@host# set rule r1 match source-address 1.1.1.0/24

user@host# set rule r1 match destination-address 2.2.2.0/24

user@host# set rule r1 then source-nat pool pool1

結果 設定モードから、show security nat コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設

定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

user@host# show security nat

source {

pool pool1 {

address {

10.10.10.1/32 to 10.10.10.10/32;

}

}

rule-set rs1 {

from zone green;

to zone red;

rule r1 {

match {

source-address 1.1.1.0/24;

destination-address 2.2.2.0/24;

}

then {

source-nat {

pool {

pool1;

}

}

}
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}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

カスタム アプリケーションを設定しポリシーにそれを関連付ける

CLI 簡単構成 素早くカスタム アプリケーションを設定しポリシーにそれを関連付けるには、以下のコマンド

をコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set applications application custom-ike-alg source-port 500 destination-port 500 protocol

udp application-protocol ike-esp-nat

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match destination-address

da1

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match application

custom-ike-alg

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

カスタム アプリケーションを設定しポリシーにそれを関連付けるには：

1. カスタム アプリケーションを設定します。

[edit]

user@host# set applications application custom-ike-alg source-port 500

destination-port 500 protocol udp application-protocol ike-esp-nat

2. カスタム アプリケーションをポリシーに関連付けます。

[edit security policies from-zone green to-zone red policy pol1]

user@host# set match source-address sa1

user@host# set match destination-address da1

user@host# set match application custom-ike-alg

user@host# set then permit

結果 設定モードから show applications コマンドおよび show security zones コマンドを入力して

設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して

調整します。

[edit]

user@host# show applications

application custom-ike-alg {

application-protocol ike-esp-nat;

protocol udp;

source-port 500;

destination-port 500;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone Trust {

host-inbound-traffic {

system-services {
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all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

security-zone green {

address-book {

address sa1 1.1.1.0/24;

}

}

security-zone red {

address-book {

address da1 2.2.2.0/24;

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

NAT-T 対応および非対応クライアントの両方への IKE and ESP ALG サポートを設定する

CLI 簡単構成 NAT-T 対応および非対応クライアントの両方に IKE and ESP ALG サポートを素早く設定するに

は、以下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security nat source address-persistent

set applications application custom-ike-natt protocol udp source-port 4500 destination-port

4500

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match source-address sa1

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match destination-address

da1

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 match application

custom-ike-natt

set security policies from-zone green to-zone red policy pol1 then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

NAT-T 対応および非対応クライアントの両方への IKE and ESP ALG サポートを設定するには：

1. 持続的ソース NAT 変換をグローバルに有効にします。

[edit]

user@host# set security nat source address-persistent

2. IKE NAT-T アプリケーションを設定します。

[edit]

user@host# set applications application custom-ike-natt protocol udp source-port

4500 destination-port 4500

3. ポリシーを使用して NAT-T アプリケーションを関連付けます。
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[edit security policies from-zone green to-zone red policy pol1]

user@host# set match source-address sa1

user@host# set match destination-address da1

user@host# set match application custom-ike-natt

user@host# set then permit

結果 設定モードから show security nat コマンドおよび show security policies コマンドを入力し

て設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返し

て調整します。

[edit]

user@host# show security nat

source {

address-persistent;

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone green to-zone red {

policy pol1 {

match {

source-address sa1;

destination-address da1;

application [ custom-ike-alg custom-ike-natt ];

}

then {

permit;

}

}

}

default-policy {

permit-all;

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• IKE and ESP ALG カスタム アプリケーションを確認する 251ページ

• NAT ソース プールおよびルール セットを確認する 251ページ

IKE and ESP ALG カスタム アプリケーションを確認する

目的 IKE and ESP ALG をサポートするカスタム アプリケーションが有効かどうかを確認します。

アクション 動作モードから show applications コマンドを入力します。

NAT ソース プールおよびルール セットを確認する

目的 IKE and ESP ALG をサポートするために使用される NAT ソース プールおよびルール セットが

適切に機能していることを確認します。

251Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第11章: ALG for IKE and ESP



アクション 動作モードから show security nat コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 203ページのALG の概要

• 245ページのALG for IKE and ESP について

• 例:IKE and ESP ALG を有効化しタイムアウトを設定する

例:IKE and ESP ALG を有効化しタイムアウトを設定する

この例では、IKE and ESP ALG を有効にし、タイムアウト値を設定する方法を説明します。タ

イムアウト値は、ALG が ALG 状態情報、ESP ゲート、および ESP セッションを処理するため

の時間を考慮するためのものです。

• 要件 252ページ

• 概要 252ページ

• 設定 252ページ

• 検証 253ページ

要件

ALG for IKE and ESP の背後にある概念を理解します。246ページの「ALG for IKE and ESP の

動作について」を参照してください。

概要

IKE and ESP ALG は、ALG がアタッチされている任意のポリシーで指定されたトラフィックを

すべて処理します。この例では set security alg ike-esp-nat enable ステートメントを設定

します。すると、現在のデフォルト IPsec パススルー動作は、ポリシーに関係なく、すべての

IPsec パススルー トラフィックに対して無効になります。

次に、IKE and ESP ALG が ALG 状態情報、ESP ゲート、および ESP セッションを処理するた

めの時間を考慮するためにタイムアウト値を設定します。この例では、ALG 状態情報のタイム

アウトを設定します。タイムアウトの範囲は 180 ～ 86,400 秒です。デフォルトのタイムアウ

トは、14,400 秒です。次に、IKE フェーズ 2 交換が完了した後に作成される ESP ゲートのタ

イムアウトを設定します。タイムアウトの範囲は 2 ～ 30 秒です。デフォルトのタイムアウト

は、5 秒です。最後に、IPsec ゲートから作成される ESP セッションのアイドル状態タイムア

ウトを設定します。トラフィックがセッションにヒットしないと、セッションはこの時間の後

にエージアウトします。タイムアウトの範囲は 60 ～ 2,400 秒です。デフォルトのタイムアウ

トは、1,800 秒です。

設定

CLI 簡単構成 素早く IKE and ESP ALG を有効にしタイムアウト値を設定するには、以下のコマンドをコピー

し、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security alg ike-esp-nat enable

set security alg ike-esp-nat esp-gate-timeout 20
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set security alg ike-esp-nat esp-session-timeout 2400

set security alg ike-esp-nat state-timeout 360

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

IKE and ESP ALG を有効にしタイムアウト値を設定するには：

1. IKE and ESP ALG を有効にします。

[edit]

user@host# set security alg ike-esp-nat enable

2. ALG 状態情報のタイムアウトを設定します。

[edit security alg ike-esp-nat]

user@host# set state-timeout 360

3. IKE フェーズ 2 交換が完了した後に作成される ESP ゲートのタイムアウトを設定しま

す。

[edit security alg ike-esp-nat]

user@host# set esp-gate-timeout 20

4. IPsec ゲートから作成される ESP セッションのアイドル状態タイムアウトを設定します。

[edit security alg ike-esp-nat]

user@host# set esp-session-timeout 2400

結果 設定モードから、show security alg コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設

定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show security alg

ike-esp-nat {

enable;

state-timeout 360;

esp-gate-timeout 20;

esp-session-timeout 2400;

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ALG for IKE and ESP 設定およびタイムアウト設定を確認する 253ページ

ALG for IKE and ESP 設定およびタイムアウト設定を確認する

目的 ALG for IKE and ESP が有効であり、この機能のタイムアウト設定が適切であることを確認し

ます。

アクション 動作モードから show security alg ike-esp-nat コマンドを入力します。
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関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 203ページのALG の概要

• 1217ページのNAT の概要

• 245ページのALG for IKE and ESP について

• 246ページのALG for IKE and ESP の操作について

• 247ページの例:IKE and ESP ALG を設定する（CLI）
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第12章

SIP ALG

• SIP ALG について 255ページ

• SIP ALG 要求方法について 260ページ

• SIP ALG 設定の概要 261ページ

• SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウト 261ページ

• SIP ALG DoS 攻撃保護 264ページ

• SIP ALG の未知のメッセージ タイプ 266ページ

• SIP ALG 保留リソース 267ページ

• SIP ALG および NAT 269ページ

• SIP ALG 設定を確認する 308ページ

SIP ALG について

SIP（セッション開始プロトコル）とは、インターネットを介してマルチメディア セッション

を開始、変更、および終了するための IETF（インターネット技術標準化タスクフォース）規格

のプロトコルです。そのようなセッションには、ネットワーク環境でのインスタント メッセー

ジおよびアプリケーション レベル モビリティなどの機能を備えた会議やテレフォニー、マル

チメディアなどがあります。

Junos OS は SIP をサービスとしてサポートし、設定したポリシーに基づいて、それを許可お

よび拒否できます。SIP は Junos OS に定義済みのサービスで、宛先ポートとしてポート 5060

を使用します。

SIP の機能の 1 つは、セッション記述情報の配布、およびセッション中のセッション パラメー

タのネゴシエーションと変更を行うことです。また、SIP を使用して、マルチメディア セッ

ションの終了、コール確立の信号送信、障害の表示、端点が登録する方法の提供が可能です。

セッション記述情報は INVITE メッセージと ACK メッセージに含まれ、たとえば音声やビデオ

など、マルチメディアの種類を示します。SIP はさまざまな記述プロトコルを使用してセッショ

ンを記述できますが、Juniper Networks SIP アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）では SDP

（セッション記述プロトコル）のみがサポートされます。

SDP は、システムがマルチメディア セッションに参加するために使用する情報を提供します。

SDP には、IP アドレス、ポート番号、時刻、日付などのような情報が含まれると考えられま

す。SDP ヘッダーの IP アドレスとポート番号（それぞれ、c= フィールドと m= フィールド）

は、クライアントがマルチメディア ストリームを受信するときに使用するアドレスとポートで
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あり、SIP 要求が発生する IP アドレスとポート番号ではないことに注意してください（ただ

し、一致する場合もあります）。

SIP メッセージは、クライアントからサーバーへ送られる要求、およびその要求に対して、セッ

ション（またはコール）を確立する目的でサーバーからクライアントへ送られる応答からなり

ます。ユーザー エージェント（UA）は、コールの端点で動作するアプリケーションであり、2

つの部分から構成されます。

• ユーザーに代わって SIP 要求を送信するユーザー エージェント クライアント（UAC）

• 応答をリッスンし、応答が到着した際にユーザーに通知するユーザー エージェント サーバー

（UAS）

UAC と UAS は、特定のエージェントがネゴシエーションで果たしている役割に関連して定義さ

れます。

UA の例としては、SIP プロキシ サーバーや電話があります。

本章のトピックは、以下のセクションを含みます。

• SIP ALG の動作 256ページ

• SDP セッション記述 257ページ

• ピンホールの作成 258ページ

SIP ALG の動作

SIP トラフィックには、シグナリングとメディア ストリームという 2 タイプがあります。SIP

シグナリング トラフィックは、クライアントとサーバーとの間の要求メッセージと応答メッ

セージからなり、UDP や TCP などのトランスポート プロトコルを使用します。メディア スト

リームは、トランスポート プロトコルを使用してデータ（たとえばオーディオ情報）を運びま

す。

デフォルトで、Junos OS は、ポート 5060 上の SIP シグナリング メッセージをサポートして

います。SIP サービスを許可するポリシーを簡単に作成することができ、当該ソフトウェアは、

他のトラフィック タイプと同様に、SIP シグナリング トラフィックをフィルタリングして許

可または拒否を行います。ただし、メディア ストリームは、呼び出し中に何度か変更される可

能性のある動的に割り当てられたポート番号を使用します。固定されたポートがなければ、メ

ディア トラフィックを制御する静的なポリシーは作成できません。この場合、セキュリティ

デバイスは SIP ALG を呼び出します。メディア セッションに使用されるデバイス トランス

ポート ポートは、前もって分かりません。ただし、SIP ネゴシエーションに使用されるポート

はウェルノウン（または定義済みの）ポートです。ALG は、制御セッションからのパケットに

対する関心を登録します。これらのパケットは、他のパケットから簡単に区別できます。また、

ALG は、ネゴシエーションを調べて、メディア セッションに使用されるトランスポート情報

（IP アドレスとポートの両方）を探します。

注: 一致するポート、トランスポート アドレス、およびプロトコル（ピンホールが

開かれた時に知られている全情報）が判明すると、ピンホールが作成されます。

SIP ALG は SIP トランザクションを監視して、これらのトランザクションから取り出した情報

に基づいてピンホールを動的に作成し管理します。Juniper Networks SIP ALG は、すべての
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SIP メソッドと応答をサポートしています。SIP サービスを許可する静的ポリシーを作成する

ことによって、SIP トランザクションに Juniper Networks ファイアウォールを行き来させる

ことができます。SIP トラフィックを調べるようにポリシーが設定されている場合（より適切

には、ポリシーが検査のため SIP ALG にトラフィックを送信する場合）、許可されるアクショ

ンは、トラフィックを許可する（その場合には適切なピンホールが開かれる）、またはトラ

フィックを拒否することです。

SIP ALG は SDP を含む SIP メッセージを代行受信し、ピンホールを作成するのに必要な情報

をパーサーを使用して抽出します。SIP ALG はパケットの SDP 部分を調べ、パーサーは IP ア

ドレスやポート番号などの情報を抽出します。そして SIP ALG がこの情報をピンホール テー

ブルに記録します。SIP ALG はピンホール テーブルに記録された IP アドレスおよびポート番

号を使用してピンホールをオープンし、メディア ストリームがデバイスを通過できるようにし

ます。

注: デバイスが NAT を実行しているとき、ユーザー エージェントが使用するトラ

ンスポート アドレスは間違っています。ALG は、NAT を行うデバイスが割り当て

た、変換されたポートおよびアドレスに基づいてトランスポート アドレスを変更し

ます。SDP が暗号化されている場合、デバイスは、メッセージの内容を抽出するこ

とも変更することもできず、したがって、トランスポート アドレスを修正できませ

ん。代替手段を提供するために、STUN プロトコルが配備されています（この場合、

NAT デバイスは、何らかの形のコーン NAT を行う必要があります）。STUN プロト

コルによってクライアントは、変換されたアドレスを決定し、新しく発見されたそ

れらのアドレスを SDP メッセージにおいて使用できます。

NEC SIP 製品は条件付きでサポートされます。

SDP セッション記述

SDP セッション記述は、マルチメディア セッションを発見しそれに参加するのに十分な情報を

伝達するための明確な形式です。セッションは、1 行に 1 つずつの属性/値ペアによって記述

されます。属性名は 1 文字であり、それに = と値が続きます。オプションの値は =* を使っ

て指定します。値は、ASCII 文字列、またはスペースで区切られた特定のタイプの連続です。

属性名は、セッション、時間、メディア内など、関連する構文構造内でのみ他と重複しません。

注: SDP セッション記述では、メディア レベル情報は m= フィールドで始まりま

す。

SDP 記述の多数のフィールドの中でも、トランスポート層情報を含むので SIP ALG に特に役立

つフィールドが 2 つあります。

• c= 接続情報用

このフィールドは、セッション レベルまたはメディア レベルで表示されます。次のフォー

マットで表示されます。

c=<ネットワーク タイプ><アドレス タイプ><接続アドレス>

257Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第12章: SIP ALG



現在 Junos OS がサポートするのは、ネットワーク タイプとして “IN”(インターネット

用)、アドレス タイプとして “IP4”、宛先（接続）IP アドレスとしてユニキャスト IP ア

ドレスまたはドメイン名のみです。

宛先 IP アドレスがユニキャスト IP アドレスである場合、SIP ALG は、メディア記述フィー

ルド m= に指定された IP アドレスとポート番号を使用してピンホールを作成します。

• m= メディア通知用

このフィールドはメディア レベルで表示され、メディアの説明が含まれています。次のフォー

マットで表示されます。

m=<メディア><ポート><トランスポート><fmt リスト>

現在、Junos OS でサポートしているのは、メディアとしての “audio”、およびアプリケー

ション層トランスポート プロトコルとしての “RTP” のみです。ポート番号は、メディア

ストリームの宛先ポートを示します（起点はリモート ユーザー エージェントによって割り

当てられます）。フォーマット リスト（fmt リスト）には、メディアが使用するアプリケー

ション層プロトコルに関する情報を記述します。

ソフトウェアは、RTP およびリアルタイム制御プロトコル（RTCP）に対してのみポートを開

きます。すべての RTP セッションには、対応する RTCP セッションがあります。したがっ

て、メディア ストリームが RTP を使用する際は常に、SIP ALG は RTP および RTCP トラ

フィックの両方に対してポートを確保（ピンホールを作成）する必要があります。デフォル

トでは、RTCP のポート番号は RTP ポート番号よりも 1 つ大きくなります。

ピンホールの作成

RTP および RTCP トラフィック用のピンホールはともに、同じ宛先 IP アドレスを共有します。

IP アドレスは SDP セッション記述の c= フィールドから取得します。c= フィールドは SDP

セッション記述のセッション レベル部分またはメディア レベル部分のいずれかに表示される

ため、次の規則に基づいて（SDP 規則に従って）パーサーが IP アドレスを決定します。

• まず SIP ALG パーサーは、メディア レベルに IP アドレスを含む c= フィールドが存在す

るかどうかを確認します。フィールドが存在すればパーサーがその IP アドレスを抽出し、

SIP ALG がそのアドレスを使用してメディアのピンホールを作成します。

• メディア レベルに c= フィールドが存在しない場合は、SIP ALG パーサーがセッション レ

ベルの c= フィールドから IP アドレスを抽出し、SIP ALG がそのアドレスを使用してメディ

アのピンホールを作成します。セッション記述のどちらのレベルにも c= フィールドが含ま

れない場合は、プロトコル スタックのエラーであるため、デバイスはパケットを破棄してイ

ベントをログに記録します。

SIP ALG は、ピンホールを作成するために以下の情報を必要とします。この情報は、デバイス

の SDP セッション記述とパラメータから得られます。

• プロトコル — UDP

• ソース IP — 不明

• ソースポート — 不明

• 宛先 IP — パーサーがメディア レベルまたはセッション レベルの c= フィールドから宛先

IP アドレスを抽出します。
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• 宛先ポート — パーサーがメディア レベルの m= フィールドから RTP の宛先ポート番号を抽

出し、次の公式を使って RTCP の宛先ポート番号を算出します。

RTP ポート番号 + 1

• 寿命 — この値は、ピンホールを開いてパケットを通過させることのできる時間の長さ（秒単

位）を示します。パケットは、ピンホールが寿命に達するまでにピンホールを通過する必要

があります。寿命に達すると SIP ALG はピンホールを削除します。

パケットが寿命期間内にピンホールを通過すると、その直後に SIP ALG はパケットが入って

きた方向のピンホールを削除します。

259ページの図18 で、2 つの SIP クライアント間でのコール設定、および SIP ALG が RTP

トラフィックおよび RTCP トラフィックを許可するピンホールを作成する方法について説明

します。この図では、デバイスは SIP を許可するポリシーを持ち、SIP シグナリング メッ

セージ用のポート 5060 をオープンすると仮定しています。

図 18: SIP ALG コール設定

注: 宛先 IP アドレスが、セッションが保留中であることを示す 0.0.0.0 の場合、

SIP ALG は RTP トラフィックおよび RTCP トラフィックに対するピンホールを作成

しません。たとえば、電話通信中にセッションを保留状態にするには、ユーザー A

からユーザー B に宛先 IP アドレスが 0.0.0.0 である SIP メッセージを送信しま

す。これによって、新しい通知が来るまでメディアを一切送信してはいけないこと

がユーザー B に示されます。それでもユーザー B がメディアを送信した場合、デ

バイスはそのパケットを破棄します。
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 203ページのALG の概要

• 260ページのSIP ALG 要求方法について

• 269ページのSIP ALG および NAT について

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

SIP ALG 要求方法について

セッション開始プロトコル（SIP）トランザクション モデルには、いくつかの要求メッセージ

や応答メッセージが含まれており、各メッセージにはその要求の目的を示す method フィール

ドが含まれています。

Junos OS は、以下のメソッド タイプと応答コードをサポートします。

• INVITE — ユーザーが他のユーザーにセッションへの参加を勧誘するために、INVITE 要求を

送信します。INVITE 要求のボディには、セッションの記述が含まれる場合があります。

• ACK — INVITE の作成元のユーザーは ACK 要求を送信することで、INVITE 要求に対する最終

応答を受信したことを確認します。元の INVITE 要求にセッション記述が含まれない場合は、

ACK 要求にセッション要求が含まれていることが必要です。

• OPTIONS — ユーザー エージェント（UA）は SIP プロキシの機能についての情報を取得しま

す。サーバーは、自身がサポートする方法、セッション記述プロトコル、およびメッセージ

符号化についての情報とともに応答します。

• BYE — ユーザーは BYE 要求を送信し、セッションを廃棄します。ユーザーのいずれか 1 人

からの BYE 要求によって、セッションが自動的に終了します。

• CANCEL — ユーザーは CANCEL 要求を送信し、承認待ちの INVITE 要求をキャンセルします。

INVITE を処理する SIP サーバーが CANCEL を受信する前に INVITE に対する最終応答を送

信した場合、CANCEL 要求は無効となります。

• REGISTER — ユーザーは REGISTER 要求を SIP registrar サーバーに送信し、現在の場所を

通知します。SIP registrar サーバーは REGISTER 要求にある受信したすべての情報を記録

し、ユーザーの位置を確認しようとする任意の SIP サーバーでこの情報が利用できるように

します。

• Info — コールのシグナリング パスを経由する中間セッション シグナリング情報の通信に使

用されます。

• Subscribe — リモート ノードから現在の状態と状態の更新を要求するのに使用されます。

• Notify — 加入者に、加入しているサービスの状態が変更されたことを通知します。

• Refer —（Request-URI によって識別される）受信者に、要求にあるサードパーティの連絡先

情報を紹介します。

たとえば、プライベート ネットワーク内のユーザー A がパブリック ネットワーク内のユー

ザー B に同じプライベート ネットワーク内のユーザー C を紹介すると、SIP アプリケー

ション層ゲートウェイ（ALG）がユーザー C に新規の IP アドレスとポート番号を割り当て

て、ユーザー C はユーザー B との連絡が可能になります。ただし、ユーザー C が registrar
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に登録されると、ユーザー C のポート マッピングは ALG ネットワーク アドレス変換（NAT）

テーブルに保存されて、変換の実行に再利用されます。

• Update — 新規または更新された SDP 情報のピンホールをオープンするのに使用されます。

ヘッダーフィールド Via:、From:、To:、Call-ID:、Contact:、Route:、および Record-Route:

が変更されます。

• 1xx、202、2xx、3xx、4xx、5xx、6xx Response Codes — トランザクションの状態を示しま

す。ヘッダー フィールドが変更されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 203ページのALG の概要

• 255ページのSIP ALG について

SIP ALG 設定の概要

セッション開始プロトコル アプリケーション層ゲートウェイ（SIP ALG）は、デフォルトでは

デバイスで有効です。有効にするためのアクションは不要です。ただし、次の手順を使用して

SIP ALG 動作を微調整できます。

1. SIP コール活動を制御します。手順は263ページの「例：SIP ALG コールの継続時間およびタ

イムアウトを設定する」を参照してください。

2. サービス拒否（DoS）フラッド攻撃から SIP プロキシ サーバーを保護します。手順は264ペー

ジの「例：SIP ALG DoS 攻撃保護を設定する」を参照してください。

3. セッションがネットワーク アドレス変換（NAT）モードおよびルート モードのときに未知

のメッセージが通過できるようにします。手順は266ページの「例：未知の SIP ALG メッセー

ジ タイプを許可する」を参照してください。

4. 独自の SIP コール フローに対応します。この方法については、以下を参照してください。

• 268ページのSIP ALG 保留 リソースを保持する（J-Web での手順）

• 268ページのSIP ALG 保留 リソースを保持する（CLI での手順）

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 255ページのSIP ALG について

• 269ページのSIP ALG および NAT について

• 308ページのSIP ALG 設定を確認する

SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウト

• SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて 262ページ

• 例:SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトを設定する 263ページ
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SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

コールの継続時間機能およびタイムアウト機能は、セッション開始プロトコル（SIP）のコール

活動を制御し、ネットワーク リソースの管理に役立ちます。

通常は、クライアントの 1 つが BYE 要求または CANCEL 要求を送信するとコールが終了しま

す。SIP アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）は BYE 要求または CANCEL 要求を代行受信

し、そのコールについてのメディア セッションすべてを削除します。クライアントが BYE 要

求または CANCEL 要求を行うのを阻止すると、電源障害などの原因や問題になることがありま

す。この場合、コールが無限に継続して、デバイスのリソースが消費されるおそれがあります。

コールは 1 つ以上の音声チャネルを持ちます。各音声チャネルには 2 つのセッション（また

は 2 つのメディア ストリーム）があります。1 つはリアルタイム トランスポート プロトコ

ル（RTP）のトラフィック用で、1 つはリアルタイム制御プロトコル（RTCP）のシグナリング用

です。デバイスは、セッションを管理する際、各音声チャネルにあるセッションを 1 つのグ

ループとみなします。タイムアウトおよびコールの継続時間設定は、各セッションではなくグ

ループに適用されます。

以下のパラメータが SIP コール活動を管理します。

• inactive-media-timeout— このパラメータは、グループ内のメディア（RTP または RTCP）ト

ラフィックなしにコールがアクティブな状態を持続できる最大時間（秒単位）を示します。

このタイムアウトは、コール内で RTP または RTCP パケットが発生するたびにリセットされ

ます。無活動期間がこの設定を超過すると、SIP ALG がメディアに開いたファイアウォール

の一時的な穴（ピンホール）が閉じられます。デフォルト設定は 120 秒であり、範囲は 10

～2,550 秒です。タイムアウト時には、メディアのためのリソース（セッションとピンホー

ル）は削除されますが、コールは終了されないことに注意してください。

• maximum-call-duration— このパラメータはコールの絶対最大長を設定します。コールがこの

パラメータ設定を超過すると、SIP ALG はコールをテアダウンしメディア セッションを解放

します。デフォルト設定は 43200 秒であり、範囲は 180～432000 秒です。

• t1-interval— このパラメータは、端点間のトランザクションの往復時間推定値を秒単位で指

定します。デフォルトは 500 ミリ秒です。（RFC 3261 で説明されているように）多くの SIP

タイマーは t1-interval に比例するので、t1-interval タイマーの値を変更すると、それら

の SIP タイマーも調整されます。

• t4-interval— このパラメータは、メッセージがネットワークにとどまる最大時間を指定しま

す。デフォルトは 5 秒であり、範囲は 5～10 秒です。（RFC 3261 で説明されているよう

に）多くの SIP タイマーは t4-interval に比例するので、t4-interval タイマーの値を変

更すると、それらの SIP タイマーも調整されます。

• c-timeout— このパラメータは、プロキシでの INVITE トランザクション タイムアウトを分単

位で指定します。デフォルトは 3 です。SIP ALG は中間にあるので、INVITE トランザクショ

ン・タイマー値 B（(64 * T1) = 32 秒）を使用する代わりに、SIP ALG は、プロキシからそ

のタイマー値を取得します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 255ページのSIP ALG について

• 261ページのSIP ALG 設定の概要
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• 263ページの例:SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトを設定する

例:SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトを設定する

この例では、コールの継続時間およびメディア無活動タイムアウトを設定する方法を説明しま

す。

要件

始める前に、SIP コール活動を制御するために使用されるコールの継続時間機能とタイムアウ

ト機能を確認します。262ページの「SIP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて」

を参照してください。

概要

コールの継続時間機能および無活動メディア タイムアウト機能は、ネットワーク リソースを

節約しスループットを最大化するのに役立ちます。

maximum-call-duration パラメータは、コールがアクティブでいることができる最大許容時間を

設定します。期間が超過すると、SIP ALG はコールをテアダウンしメディア セッションを解放

します。また、この設定は、コールが適切に終了しない場合に帯域幅を解放します。

inactive-media-timeout パラメータは、グループ内のメディア（RTP または RTCP）トラフィッ

クなしにコールがアクティブな状態を持続できる最大時間（秒単位）を示します。このタイム

アウトは、コールの内部で RTP パケットまたは RTCP パケットが発生するたびにリセットされ

ます。無活動期間がこの設定を超過すると、SIP ALG がメディアに開いたファイアウォールの

一時的な穴（ピンホール）が閉じられます。デフォルト設定は 120 秒であり、範囲は 10～2,550

秒です。タイムアウト時には、メディアのためのリソース（セッションとピンホール）は削除

されますが、コールは終了されません。

この例では、コールの継続時間は 180,000 秒に、メディア無活動タイムアウトは 90 秒に設定

されます。

設定

J-Web 簡単構成 SIP ALG コールの継続時間およびメディア無活動タイムアウトを設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [SIP] タブを選択します。

3. [Maximum call duration（最大コール継続時間）] フィールドに 3000 を入力します。

4. [Inactive media timeout（無活動メディア タイムアウト）] フィールドに 90 を入力しま

す。

5. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

6. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 SIP ALG コールの継続時間およびメディア無活動タイムアウトを設定するには：

1. SIP ALG コールの継続時間を設定します。
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[edit]

user@host# set security alg sip maximum-call-duration 3000

2. SIP ALG 無活動メディア タイムアウトを設定します。

[edit]

user@host# set security alg sip inactive-media-timeout 90

3. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg sip コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

• 308ページのSIP ALG 設定を確認する

SIP ALG DoS 攻撃保護

• SIP ALG DoS 攻撃保護について 264ページ

• 例:SIP ALG DoS 攻撃保護を設定する 264ページ

SIP ALG DoS 攻撃保護について

セッション開始プロトコル（SIP）プロキシ サーバーがコールを処理する能力は、最初に拒否

した要求である SIP INVITE 要求の繰り返しによって影響を受けます。サービス拒否（DoS）保

護機能によって、デバイスが INVITE 要求を監視することができ、プロキシ サーバーはそれら

に応答します。応答に 3xx、4xx、または 5xx の応答コード（277ページの「SIP 応答のクラ

ス」を参照）が含まれる場合には、ALG によって、要求のソース IP アドレスとプロキシ サー

バーの IP アドレスがテーブルに保存されます。その後、デバイスはこのテーブルを照合して

すべての INVITE 要求をチェックし、設定可能な秒数（デフォルトは 3）の間、テーブル内の

エントリに一致するパケットをすべて破棄します。すべてのプロキシ サーバーへの繰り返し

INVITE 要求を監視し拒否するようデバイスを設定できます。または、宛先 IP アドレスを指定

して特定のプロキシ サーバーを保護できます。SIP 攻撃保護はグローバルに設定されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 255ページのSIP ALG について

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

• 264ページの例:SIP ALG DoS 攻撃保護を設定する

例:SIP ALG DoS 攻撃保護を設定する

この例では DoS 攻撃保護機能を設定する方法を説明します。
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要件

始める前に、SIP コール活動を制御するために使用される DoS 攻撃保護機能を確認します。264

ページの「SIP ALG DoS 攻撃保護について」を参照してください。

概要

SIP プロキシ サーバーがコールを処理する能力は、サーバーが最初に拒否した要求である SIP

INVITE 要求の繰り返しによって影響を受けます。DoS 保護機能によって、デバイスが INVITE

要求を監視することができ、プロキシ サーバーはそれらに応答します。

次の例では、すでに拒否されているサービスへの INVITE 要求を繰り返す攻撃から単一の SIP

プロキシサーバー（1.1.1.3）を保護するようにデバイスを構成します。パケットは 5 秒間ド

ロップされます。その後、デバイスは、これらのソースからの INVITE 要求の転送を再開しま

す。

設定

J-Web 簡単構成 SIP ALG DoS 攻撃保護を設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [SIP] タブを選択します。

3. [Enable attack protection（攻撃保護の有効化）] 領域で [Selected servers（選択され

たサーバー）] オプションをクリックします。

4. [Destination IP （宛先 IP）] ボックスに 1.1.1.3 と入力し、[Add（追加）] をクリック

します。

5. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

6. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 SIP ALG DoS 攻撃保護を設定するには：

1. 単一の SIP プロキシ サーバーを保護するようデバイスを設定します。

[edit]

user@host# set security alg sip application-screen protect deny destination-ip 1.1.1.3

2. デバイスに拒否タイムアウト期間を設定します。

[edit]

user@host# set security alg sip application-screen protect deny timeout 5

3. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg sip コマンドを入力しま

す。
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

• 308ページのSIP ALG 設定を確認する

SIP ALG の未知のメッセージ タイプ

• SIP ALG の未知のメッセージ タイプについて 266ページ

• 例:未知の SIP ALG メッセージ タイプを許可する 266ページ

SIP ALG の未知のメッセージ タイプについて

この機能を使って、未確認のセッション開始プロトコル（SIP）メッセージをデバイスがどのよ

うに処理するかを指定できます。デフォルトでは未知の（サポートされない）メッセージは破

棄されます。

セキュリティを損なう可能性があるので、未確認メッセージの許可を推奨しません。ただし、

安全なテスト環境または本稼働環境では、異なるベンダー装置との相互運用性の問題を解決す

るのに、このコマンドは役立つ場合があります。未知の SIP メッセージを許可すると、ボイス

オーバー IP（VoIP）トラフィックを分析して、一部のメッセージが破棄される理由を判断でき

るので、ネットワークの稼働に役立つ場合があります。未知の SIP メッセージ タイプ機能に

よって、未知のメッセージ タイプを含む SIP トラフィックを受け入れるようデバイスを設定

できます。これはネットワーク アドレス変換（NAT）モードとルート モードの両方で可能で

す。

注: このオプションは、サポートされる VoIP パケットであると識別された受信パ

ケットにのみ適用されます。識別できない場合は、パケットは必ず破棄されます。

パケットがサポート対象のプロトコルであると識別され、未知のメッセージ タイプ

を許可するようデバイスが設定されている場合、メッセージは処理されずに転送さ

れます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 255ページのSIP ALG について

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

• 266ページの例:未知の SIP ALG メッセージ タイプを許可する

例:未知の SIP ALG メッセージ タイプを許可する

この例では、未知のメッセージ タイプを許可する方法を説明します。

要件

始める前に、未確認の SIP メッセージをデバイスがどのように処理するかを確認します。266

ページの「SIP ALG の未知のメッセージ タイプについて」を参照してください。
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概要

この例では、NAT モードとルート モードの両方で、SIP トラフィックの未知のメッセージ タ

イプを許可するようデバイスを設定します。デフォルトでは未知の（サポートされない）メッ

セージは破棄されます。

設定

J-Web 簡単構成 未知の SIP ALG メッセージ タイプを許可するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [SIP] タブを選択します。

3. [Enable Permit NAT applied（Permit NAT applied の有効化）] チェックボックスを選択

します。

4. [Enable Permit routed（Permit routed の有効化）] チェックボックスを選択します。

5. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

6. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 未知の SIP ALG メッセージ タイプを許可するには：

1. SIP トラフィックで未知のメッセージ タイプを許可するようデバイスを設定します。

[edit]

user@host# set security alg sip application-screen unknown-message permit-nat-applied

permit-routed

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg sip コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

• 308ページのSIP ALG 設定を確認する

SIP ALG 保留リソース

• SIP ALG 保留リソースについて 268ページ

• SIP ALG 保留リソースを保持する（J-Web での手順） 268ページ

• SIP ALG 保留リソースを保持する（CLI での手順） 268ページ
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SIP ALG 保留リソースについて

ユーザーがコールを保留すると、セッション開始プロトコル アプリケーション層ゲートウェイ

（SIP ALG）は、ピンホールや変換コンテキストなどのセッション記述プロトコル（SDP）メディ

ア リソースを解放します。ユーザーがコールを再開すると、INVITE 要求メッセージが、新し

い SDP オファーおよび応答を交渉し、SIP ALG は、メディア ストリーム用のリソースを再び

割り当てます。これによって、メディア記述が前の記述と同じ場合でも、メディア記述の変換

IP アドレスおよびポート番号が新しくなる場合があります。これは RFC 3264 An Offer/Answer

Model with the Session Description Protocol (SDP) に準拠しています。

独自の SIP 実装の中には、ユーザー エージェント（UA）モジュールが新しい SDP INVITE オ

ファーを無視し、前のネゴシエーションの SDP オファーを使用し続けるように、コールのフ

ローを設計しているものもあります。この機能に対応するには、コールが再開されたときに再

利用するため、コールが保留されたときに SDP メディア リソースを保持するようデバイスを

設定する必要があります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 255ページのSIP ALG について

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

• 268ページのSIP ALG 保留リソースを保持する（J-Web での手順）

• 268ページのSIP ALG 保留リソースを保持する（CLI での手順）

SIP ALG 保留リソースを保持する（J-Web での手順）

独自の SIP コール フローに対応するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [SIP] タブを選択します。

3. [Enable retail hold resource（リーテイル保留リソースの有効化）] チェックボックスを

選択します。

4. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。次に [Commit Options

（オプションのコミット）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 268ページのSIP ALG 保留リソースについて

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

• 268ページのSIP ALG 保留リソースを保持する（CLI での手順）

• 308ページのSIP ALG 設定を確認する

SIP ALG 保留リソースを保持する（CLI での手順）

独自の SIP コール フローに対応するには：

user@host# set security alg sip retain-hold-resource
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 268ページのSIP ALG 保留リソースについて

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

• 268ページのSIP ALG 保留リソースを保持する（J-Web での手順）

• 308ページのSIP ALG 設定を確認する

SIP ALG および NAT

• SIP ALG および NAT について 269ページ

• SIP Registrar および NAT を使用した受信 SIP ALG コールのサポートについて 279ページ

• 例:受信 SIP コールのためにインターフェース ソース NAT を設定する 280ページ

• 例:受信 SIP コールのためにソース NAT プールを設定する 285ページ

• 例:受信 SIP コールのために静的 NAT を設定する 291ページ

• 例:プライベート ゾーンの SIP プロキシおよびパブリック ゾーンの NAT を設定する 296ページ

• 例:3 ゾーンの SIP ALG および NAT シナリオを設定する 301ページ

SIP ALG および NAT について

ネットワーク アドレス変換（NAT）プロトコルでは、プライベート サブネット内の複数のホス

トが、単一のパブリック IP アドレスを共有してインターネットにアクセスできます。送信ト

ラフィックについては、NAT はプライベート サブネット内のホストのプライベート IP アドレ

スをパブリック IP アドレスに置き換えます。受信トラフィックについては、パブリック IP

アドレスがプライベート アドレスに戻され、メッセージは、プライベート サブネット内の適

切なホストにルーティングされます。

セッション開始プロトコル（SIP）サービスと連携して NAT を使用すると、SIP メッセージに

は SIP ボディ内にだけでなく SIP ヘッダー内にも IP アドレスが含まれるため、複雑になり

ます。SIP サービスと連携して NAT を使用すると、SIP ヘッダーには呼び出し側と受信側につ

いての情報が含まれます。デバイスは、外部のネットワークに対してこの情報を隠すため情報

を変換します。SDP ボディには SDP（セッション記述プロトコル）情報が含まれています。こ

の情報には、メディア伝送用の IP アドレスとポート番号があります。デバイスは、リソース

を割り当ててメディアの送受信を可能にするために、SDP 情報を変換します。

SIP メッセージ内の IP アドレスとポート番号の置換手順は、メッセージの方向によって決ま

ります。送信メッセージの場合は、クライアントのプライベート IP アドレスとポート番号が、

Juniper Networks ファイアウォールのパブリック IP アドレスとポート番号に置き換えられま

す。受信メッセージの場合は、ファイアウォールのパブリック IP アドレスが、クライアント

のプライベート アドレスに置き換えられます。

INVITE メッセージをファイアウォール経由で外部に送信する場合、SIP アプリケーション層

ゲートウェイ（ALG）は、メッセージ ヘッダーからの情報をコール テーブルに収集します。

コール テーブルは、以降のメッセージを正しい端点へ転送するために使用されます。新しい

メッセージ、たとえば ACK や 200 OK が到着すると、ALG は From:、To:、および Call-ID:

フィールドをコール テーブルと比較して、メッセージのコール コンテキストを識別します。
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到着した新しい INVITE メッセージが既存のコールと一致する場合、ALG はこのメッセージを

REINVITE として処理します。

SDP 情報を含むメッセージが到着すると、ALG はポートを割り当てて、割り当てられたポート

と SDP 内のポートとをマッピングする NAT を作成します。SDP では RTP（リアルタイム トラ

ンスポート プロトコル）チャネルと RTCP（リアルタイム制御プロトコル）チャネルに、連続

したポート番号が必要であるため、ALG は連続した偶数/奇数のポート番号を提供します。ポー

ト番号のペアが見つからない場合、SIP メッセージは破棄されます。

本章のトピックは、以下のセクションを含みます。

• 送信コール 270ページ

• 受信コール 270ページ

• 転送されたコール 271ページ

• コールの終了 271ページ

• コールの Re-INVITE メッセージ 271ページ

• コール セッション タイマー 271ページ

• コールのキャンセル 272ページ

• フォーク 272ページ

• SIP メッセージ 272ページ

• SIP ヘッダー 272ページ

• SIP ボディ 274ページ

• SIP NAT のシナリオ 275ページ

• SIP 応答のクラス 277ページ

送信コール

内部のネットワークから外部のネットワークへ向かって SIP 要求メッセージによって SIP コー

ルが開始されると、NAT は SDP 内の IP アドレスとポート番号を置換し、その IP メッセージ

とポート番号を Juniper Networks ファイアウォールにバインドします。Via、Contact、Route、

Record-Route の各 SIP ヘッダー フィールドが存在する場合は、それらもファイアウォール

IP アドレスにバインドされます。これらのマッピングは保存されて、再伝送および SIP 応答

メッセージに使用されます。

次に SIP ALG がファイアウォールにピンホールを開けて、メディアのデバイス通過を許可しま

す。このデバイスに動的に割り当てられているポート番号は、SDP にある情報と、Via、Contact、

および Record-Route ヘッダー フィールドにある情報に基づいてネゴシエートされたポート番

号です。また、ピンホールは、Contact、Via、および Record-Route の IP アドレスおよびポー

トへの受信パケットの到達も許可します。ALG は返信トラフィックを処理する際に、元の SIP

フィールド Contact、Via、Route、および Record-Route をパケットに挿入します。

受信コール

受信コールはプライベート ネットワークから開始され、パブリック静的 NAT アドレスへ、ま

たはデバイス上のインターフェース IP アドレスへ向かいます。静的 NAT は、内部ホストを指

す静的に設定された IP アドレスです。インターフェース IP アドレスについては、ALG は、

内部ホストから SIP Registrar に送信する REGISTER メッセージを監視しながら、動的に記録
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します。デバイスは、SIP 受信パケットを受信すると、セッションを設定してパケットのペイ

ロードを SIP ALG に転送します。

ALG が SIP 要求メッセージ（最初は INVITE）を調べ、SDP 内の情報に基づいて、送信メディ

アのゲートを開きます。SIP ALG は要求メッセージ 200 OK が到着すると、IP アドレスとポー

トに対して NAT を実行し、送信方向にピンホールを開きます。（開いたゲートの寿命は短く、

すぐに要求メッセージ 200 OK を受信しない場合にはタイムアウトになります。）

SIP プロキシは要求メッセージ 200 OK が到着すると、SDP 情報を調べ、各メディア セッショ

ンについての IP アドレスとポート番号を読み込みます。デバイス上の SIP ALG は、アドレス

とポート番号に対して NAT を実行、送信トラフック用にピンホールを開いて、受信方向のゲー

トのタイムアウトをリフレッシュします。

200 OK に対する ACK が到着すると、ACK は SIP ALG も通過します。メッセージに SDP 情報

が含まれている場合、SIP ALG は、IP アドレスとポート番号が以前の INVITE から変更されて

いないかどうかを確認します。変更されている場合、ALG は古いピンホールを削除してから新

規のピンホールを作成して、メディアの通過を許可します。また、ALG は SIP フィールド Via、

Contact、および Record-Route も監視して、これらのフィールドが変更されていることが確認

された場合には新しくピンホールを開きます。

転送されたコール

たとえば、ネットワーク外部にいるユーザー A がネットワーク内部にいるユーザー B を呼び

出して、ユーザー B がネットワーク外部にいるユーザー C にそのコールを転送する場合に、

転送されたコールとなります。SIP ALG はユーザー A からの INVITE を、通常の受信コールと

して処理します。一方、ユーザー B からネットワーク外部のユーザー C に転送されたコール

を調べて、同じインターフェースを使用して B と C に到達していることが判明した場合、メ

ディアは A と C との間で直接やり取りされるため、ファイアウォールにピンホールは開きま

せん。

コールの終了

BYE メッセージはコールを終了します。デバイスは、BYE メッセージを受信すると、他のメッ

セージの場合と同様にヘッダー部を変換します。しかし、BYE メッセージは受信側が 200 OK

で応答する必要があるので、ALG は、200 OK の送信の時間を考慮して、コールのテアダウンを

5 秒間遅らせます。

コールの Re-INVITE メッセージ

Re-INVITE メッセージは、コールに新規メディア セッションを追加したり、既存のメディア

セッションを削除します。新規のメディア セッションをコールに追加すると、ファイアウォー

ルに新しくピンホールを開いて、新規のアドレス バインディングを作成します。このプロセス

は、元のコールの設定と同じです。1 つ以上のメディア セッションをコールから削除すると、

ピンホールを閉じて、BYE メッセージの場合と同様にアドレス バインディングを解放します。

コール セッション タイマー

SIP ALG は Session-Expires 値を使用して、Re-INVITE メッセージや UPDATE メッセージが受

信されない場合にセッションをタイムアウトします。Session-Expires 値が存在している場合

には、INVITE への応答 200 OK からこの値を取得して、シグナリング タイムアウトにこの値

を使用します。セッションがタイムアウトする前に別の INVITE を受信した場合には、すべて

のタイムアウト値がこの INVITE またはデフォルトの値にリセットされ、プロセスが繰り返さ

れます。
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SIP ALG は予防手段として、ハード タイムアウト値を使用して、コールが存在できる最大時間

を設定します。これによって、以下のいずれかのイベントが発生した場合でもデバイスは保護

されます。

• コールの間にエンド システムがクラッシュして、BYE メッセージが受信されない。

• 悪意のあるユーザーが SIP ALG を攻撃しようとして、BYE が送信されない。

• SIP プロキシの実装が不十分で、Record-Route が処理されずに、BYE メッセージが送信され

ない。

• ネットワークに障害が発生して、BYE メッセージが受信されていない。

コールのキャンセル

どちら側からでも CANCEL メッセージを送信してコールをキャンセルできます。SIP ALG は、

CANCEL メッセージを受信すると、ファイアウォールに開いているピンホールがあれば閉じて、

アドレス バインディングを解放します。SIP ALG はリソースが解放される前に、制御チャネル

のエージアウトを約 5 秒間遅延して、最終の 200 OK が通過できるようにします。5 秒間のタ

イムアウトを過ぎると、到着する応答が 487 であっても 200 以外であっても、コールは終了

します。

フォーク

フォークによって、SIP プロキシは、複数の宛先に対して同時に単一の INVITE を送信できま

す。単一のコールに対して複数の 200 OK 応答メッセージが到着すると、SIP ALG が解析を行

いますが、コール情報の更新には受信した最初の 200 OK メッセージを使用します。

SIP メッセージ

SIP メッセージ形式は、SIP ヘッダー セクションと SIP ボディから成ります。要求メッセー

ジの場合、ヘッダー セクションの最初の行は要求行です。この行には、メソッド タイプ、

request-URI、およびプロトコル バージョンが含まれています。応答メッセージの場合、最初

の行はステータス行であり、ステータス コードがあります。SIP ヘッダーには、シグナリング

に使用する IP アドレスとポート番号が含まれています。SIP ボディとヘッダー セクションは

1 行の空白で隔てられています。SIP ボディには、オプションのセッション記述情報用に行が

確保されています。現在、Junos OS は SDP のみをサポートします。SIP ボディには、メディ

アの転送に使用する IP アドレスとポート番号が含まれています。

SIP ヘッダー

以下の SIP 要求メッセージのサンプルでは、NAT によってヘッダー フィールドにある IP ア

ドレスが置換され、外部のネットワークに対してこの情報が隠されます。

INVITE bob@10.150.20.5 SIP/2.0

Via:SIP/2.0/UDP 10.150.20.3:5434

From:alice@10.150.20.3

To:bob@10.150.20.5

Call-ID:a12abcde@10.150.20.3

Contact:alice@10.150.20.3:5434

Route:<sip:netscreen@10.150.20.3:5060>

Record-Route:<sip:netscreen@10.150.20.3:5060>

IP アドレスの変換がどのように行われるかは、メッセージのタイプと方向によります。メッ

セージは以下のいずれかです。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.272

Junos OS セキュリティ設定ガイド



• インバウンド要求

• アウトバウンド応答

• アウトバウンド要求

• インバウンド応答

273ページの表30は、メッセージのタイプによる NAT の実行方法を示しています。いくつかの

ヘッダー フィールドについては、メッセージの発信元が内部ネットワークであるか外部ネット

ワークであるか以外のことを ALG 側で判断します。また、どのクライアントがコールを開始し

たか、メッセージが要求または応答のどちらかであるかについても判断します。

表30: NAT テーブルでメッセージを要求

ドメインをローカル アドレスに置換To:インバウンド要求

（パブリック ネットワー

クからプライベート ネッ

トワークへ）

なしFrom:

なしCall-ID:

なしVia:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Request-URI:

なしContact:

なしRecord-Route:

なしRoute:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換To:アウトバウンド応答

（プライベート ネット

ワークからパブリック

ネットワークへ）

なしFrom:

なしCall-ID:

なしVia:

該当なしRequest-URI:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Contact:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Record-Route:

なしRoute:
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表30: NAT テーブルでメッセージを要求 （続き）

なしTo:アウトバウンド要求

（プライベート ネット

ワークからパブリック

ネットワークへ）

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換From:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Call-ID:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Via:

なしRequest-URI:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Contact:

ローカル アドレスを ALG アドレスに置換Record-Route:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Route:

なしTo:アウトバウンド応答

（パブリック ネットワー

クからプライベート ネッ

トワークへ）

ALG アドレスをローカル アドレスに置換From:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Call-ID:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Via:

該当なしRequest-URI:

なしContact:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Record-Route:

ALG アドレスをローカル アドレスに置換Route:

SIP ボディ

SIP ボディ内の SDP 情報には、ALG がメディア ストリームのチャネルを作成する際に使用す

る IP アドレスが含まれています。また、SDP セクションの変換によって、リソース、つまり

メディアを送信および受信するポート番号が割り当てられます。

以下は、サンプル SDP セクションの一部であり、リソースを割り当てるために変換されるフィー

ルドです。

o=user 2344234 55234434 IN IP4 10.150.20.3

c=IN IP4 10.150.20.3

m=audio 43249 RTP/AVP 0

SIP メッセージには、複数のメディア ストリームを入れることができます。概念的には、複数

のファイルを添付する E メール メッセージに類似しています。たとえば、SIP クライアント

から SIP サーバーに送信される INVITE メッセージには、以下のようなフィールドがありま

す。
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c=IN IP4 10.123.33.4

m=audio 33445 RTP/AVP 0

c=IN IP4 10.123.33.4

m=audio 33447 RTP/AVP 0

c=IN IP4 10.123.33.4

m=audio 33449 RTP/AVP 0

Junos OS は、最大で 6 つの SDP チャネルをサポートします。チャネルは各方向についてネゴ

シエートされるため、各コールにつき合計で 12 チャネルがサポートされます。詳細について

は 257ページの「SDP セッション記述」を参照してください。

SIP NAT のシナリオ

276ページの図19 および 277ページの図20 は SIP コール INVITE および 200 OK を示します。

276ページの図19 では、ph1 が ph2 に SIP INVITE メッセージを送信します。太字で示された

ヘッダー フィールド内の IP アドレスが変換される様子を確認してください。

INVITE メッセージの SDP セクションには、呼び出し側がメディアを受信する場所が示されて

います。Media ピンホールには、RTCP と RTP に 2 つのポート番号 52002 と 52003 が割り当

てられています。Via/Contact ピンホールでは、SIP シグナリングを行うためのポート番号

5060 が提供されます。

277ページの図20 の応答メッセージ 200 OK では、INVITE メッセージで実行される逆方向の変

換について確認してください。このメッセージにあるパブリック IP アドレスは変換されませ

ん。ただし、ゲートは開かれて、メディア ストリームがプライベート ネットワークにアクセ

スできます。
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図 19: SIP NAT のシナリオ 1
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図 20: SIP NAT のシナリオ 2

SIP 応答のクラス

SIP 応答は SIP トランザクションのステータス情報を表示し、応答コードとリーズン フレー

ズを含んでいます。SIP 応答は次のクラスにグループ化されます。

• 通知（100 ～ 199） — 要求の受信、要求処理の継続

• 成功（200 ～ 299） — アクションの受信、解釈、承認が正常に行われた

• 転送（300 ～ 399） — 要求を完了するにはさらにアクションを起こす必要がある

• クライアント エラー（400 ～ 499） — 要求が不正な構文を含む、またはこのサーバーでは

実行できない

• サーバー エラー（500 ～ 599） — 見たところ有効な要求の実行にサーバーが失敗した

• グローバル エラー（600 ～ 699） — 要求がどのサーバーでも実行できない

278ページの表31 は、現在の SIP 応答の完全なリストを示しています。

277Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第12章: SIP ALG



表31: SIP 応答

181 コールが転送されている180 呼び出し中100 試行中通知

183 セッションの進捗状況182 キューに入れられた

202 承認された200 OK成功

302 一時的に移動した301 恒久的に移動した300 複数の選択肢がある転送

380 代替サービス305 プロキシを使用せよ

402 料金支払いが必要401 認可されていない400 不正なリクエストクライアント エラー

405 メソッドが許可されていな

い

404 見つからない403 禁止

408 リクエストがタイムアウト

した

407 プロキシ認証が必要406 受け入れ不能

411 長さが必要410 リソースがもう存在しない409 重複する

415 サポートされていないメ

ディア タイプ

414 Request URL が長すぎる413 要求のエンティティが大き

すぎる

481 コールまたはトランザク

ションが存在しない

480 一時的に利用不可420 不正な拡張

484 アドレスが不完全483 ホップが多すぎる482 ループが検知された

487 要求をキャンセル486 ここはビジー485 不明瞭

488 ここでは受け入れ不能

502 不正なゲートウェイ501 実装されていない500 サーバー内部エラーサーバー エラー

505 サポートされていない SIP

バージョン

504 ゲートウェイ タイムアウト502 サービスを利用できない

604 どこにも存在しない603 辞退600 どの場所もビジーグローバル エラー

606 受け入れ不能

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 255ページのSIP ALG について

• 279ページのSIP Registrar および NAT を使用した受信 SIP ALG コールのサポートについて

• 280ページの例:受信 SIP コールのためにインターフェース ソース NAT を設定する

• 285ページの例:受信 SIP コールのためにソース NAT プールを設定する

• 291ページの例:受信 SIP コールのために静的 NAT を設定する
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• 296ページの例:プライベート ゾーンの SIP プロキシおよびパブリック ゾーンの NAT を設定

する

• 301ページの例:3 ゾーンの SIP ALG および NAT シナリオを設定する

SIP Registrar および NAT を使用した受信 SIP ALG コールのサポートについて

セッション開始プロトコル（SIP）登録によって、検出機能が提供されます。この検出機能に

よって、SIP プロキシとロケーション サーバー側で、ユーザーが連絡しようとする場所を識別

できます。ユーザーは、Registrar に REGISTER メッセージを送信して、1 つ以上の場所を登

録します。REGISTER メッセージ内の To フィールドと Contact フィールドには、280ページの

図21で示されるように、address-of-record URI (Uniform Resource Identifier) と 1 つ以上

の連絡先 URI が含まれています。登録によって、address-of-record アドレスを連絡先アドレ

スに関連付けるロケーション サービスにバインディングが作成されます。

デバイスは、送信 REGISTER メッセージの監視、これらのアドレスでのネットワーク アドレス

変換（NAT）の実行、受信 NAT テーブルへの情報の格納を行います。次に、ネットワークの外

部から INVITE メッセージを受信すると、デバイスは受信 NAT テーブルを使用して、INVITE

メッセージのルーティング先である内部ホストを識別します。SIP プロキシ登録サービスを活

用して、デバイスの退出インターフェース上にあるインターフェース ソース NAT や NAT プー

ルを構成することによって、受信コールを許可できます。小規模のオフィスで受信コールを処

理するには、インターフェース ソース NAT で十分です。規模の大きいネットワークや大企業

では、ソース NAT プールの設定が推奨されます。

注: インターフェース ソース NAT や ソース NAT プールを使用する受信コールの

サポートは、SIP と H.323 サービスのみに対してサポートされます。受信コールに

ついては、Junos OS は現在、UDP と TCP のみをサポートします。また現時点では

ドメイン名解決がサポートされないため、280ページの図21 に示すように、URI は

IP アドレスを含む必要があります。
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図 21: SIP Registrar を使用する

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 203ページのALG の概要

• 269ページのSIP ALG および NAT について

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

例:受信 SIP コールのためにインターフェース ソース NAT を設定する

この例では、NAT を受信 SIP コールに使用できるソース NAT ルールをパブリック ゾーン イ

ンターフェースで設定する方法を説明します。

• 要件 281ページ

• 概要 281ページ

• 設定 282ページ

• 検証 285ページ
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要件

始める前に、269ページの「NAT が SIP ALG と連携する様子を理解します」。 を参照してくだ

さい。

概要

SIP プロキシ サーバーがプライベート ゾーンにある、ゾーンが 2 つのシナリオでは、イン

ターフェースに関するソース NAT ルールをパブリック ゾーンまたは外部ゾーンで設定するこ

とによって、NAT を受信コールに使用できます。

この例では（281ページの図22 を参照）、phone1 はプライベート ゾーンの ge-0/0/0 インター

フェース上にあります。また、phone2 とプロキシ サーバーはパブリック ゾーンの ge-0/0/2

インターフェース上にあります。パブリック インターフェース ge-0/0/2.0 に関するソース

NAT ルールを設定します。

図 22: 受信 SIP コールのためのソース NAT
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この例では、private および public という名前のゾーンを作成し、それらをインターフェー

スに割り当てた後、ソース NAT ルール セットで使用するアドレス帳を設定します。次に、ソー

ス NAT を設定します。それには、sip-phones という名前のルール セット、およびソース ア

ドレス 10.1.1.3/32 からのパケットを照合する、phone1 という名前のルールを定義します。

最後に、プライベート ゾーンとパブリック ゾーンとの間の SIP トラフィックをすべて許可す

るセキュリティ ポリシーを作成します。

設定

CLI 簡単構成 パブリック ゾーン インターフェースに関するソース NAT ルールを素早く設定するには、以下

のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security nat source rule-set sip-phones from zone private

set security nat source rule-set sip-phones to zone public

set security nat source rule-set sip-phones rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

set security nat source rule-set sip-phones rule phone1 then source-nat interface

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match source-address

phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address proxy

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match application

junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing then permit

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match

destination-address phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match

destination-address proxy

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。その方法についての詳細

は を参照してください。

パブリック ゾーン インターフェースに関するソース NAT ルールを設定するには：

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. ゾーンを設定し、それらをインターフェースに割り当てます。
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[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

3. アドレス帳を設定し、アドレスを作成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

4. ソース NAT ルール セットを設定します。

[edit security nat source ]

user@host# set rule-set sip-phones from zone private

user@host# set rule-set sip-phones to zone public

user@host# set rule-set sip-phones rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

user@host# set rule-set sip-phones rule phone1 then source-nat interface

5. 持続的ソース NAT 変換を有効にします。

[edit security nat source ]

user@host# set address-persistent

6. 送信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy outgoing]

user@host# set match source-address phone1

user@host# set match destination-address phone2

user@host#set match destination-address proxy

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

7. 受信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy incoming]

user@host# set match source-address phone2

user@host# set match destination-address phone1

user@host#set match destination-address proxy

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

結果 設定モードから show interfaces、show security zones、show security policies、および show

security nat コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、

この例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;
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}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.3/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address proxy 1.1.1.3/32;

address phone2 2.2.2.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

rule-set sip-phones {

from zone private;

to zone public;

rule phone1 {

match {

source-address 10.1.1.3/32;

}

then {

source-nat {

interface;

}

}

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone public {

policy outgoing {

match {

source-address phone1;

destination-address [ phone2 proxy ];

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone private {
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policy incoming {

match {

source-address phone2;

destination-address [ phone1 proxy ];

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ソース NAT ルール使用を確認する 285ページ

• SIP ALG 状態を確認する 285ページ

ソース NAT ルール使用を確認する

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

SIP ALG 状態を確認する

目的 ご利用のシステムで SIP ALG が有効であることを確認します。

アクション 動作モードから show security alg status コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 308ページのゾーンのSIP ALG およびNAT シナリオを設定する

例:受信 SIP コールのためにソース NAT プールを設定する

この例では、受信 SIP コールに NAT を有効にするため、外部インターフェース上のソース NAT

プールを設定する方法を説明します。

• 要件 286ページ

• 概要 286ページ

• 設定 287ページ

• 検証 290ページ
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要件

始める前に、NAT が SIP ALG と連携する様子を理解します。269ページの「NAT が SIP ALG と

連携する様子を理解します」 を参照してください。

概要

SIP プロキシ サーバーが外部ゾーンまたはプライベート ゾーンにある、ゾーンが 2 つのシナ

リオでは、インターフェースに関する NAT プールをパブリック ゾーンに設定することによっ

て、NAT を受信コールに使用できます。

この例（286ページの図23）では、phone1 がプラグイン ゾーンに、phone2 とプロキシ サーバー

がパブリック ゾーンにあります。NAT を行うためにソース NAT プールを設定します。また、

プラグイン ゾーンからパブリック ゾーンへの SIP トラフィックを許可するポリシーも作成し

ます。これによって、プライベート ゾーンの phone1 はパブリック ゾーンのプロキシ サー

バーで登録できます。また、パブリック ゾーンからプライベート ゾーンへの受信コールが可

能になります。

図 23: 受信 SIP コールのためのソース NAT プール
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この例では以下のようにソース NAT を設定します。

• 1.1.1.20/32～1.1.1.40/32 の IP アドレス範囲を含むように、sip-nat-pool という名前の

ソース NAT プールを定義します。

• プライベート ゾーンからパブリック ゾーンへのパケットをソース IP アドレス 10.1.1.3/24

と照合するため、ルール sip-r1 を持つ sip-nat という名前のソース NAT ルール セットを

作成します。一致パケットについては、ソース アドレスが sip-nat-pool の IP アドレスの

1 つに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/2.0 上でアドレス 1.1.1.20/32～1.1.1.40/32 に対してプロキシ

ARP を設定します。これによって、システムは、これらのアドレスについてインターフェー

スで受信した ARP 要求に応答できます。

設定

CLI 簡単構成 受信 SIP コールのためのソース NAT プールを素早く設定するには、以下のコマンドをコピー

し、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security nat source pool sip-nat-pool address 1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32

set security nat source address-persistent

set security nat source rule-set sip-nat from zone private

set security nat source rule-set sip-nat to zone public

set security nat source rule-set sip-nat rule sip-r1 match source-address 10.1.1.3/24

set security nat source rule-set sip-nat rule sip-r1 then source-nat pool sip-nat-pool

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/2.0 address 1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match source-address

phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address any

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match application

junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing then permit

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match

destination-address phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。手順については「設定モー

ドで CLI Editor を使用する」を参照してください。

受信コールのためのソース NAT プールを設定するには：

1. インターフェースを構成します。
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[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. ゾーンを設定し、それらにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

3. アドレス帳を設定します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

4. ソース NAT プールを設定します。

[edit security nat]

user@host# set source pool sip-nat-pool address 1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32

5. ルールを持つソース NAT ルール セットを設定します。

[edit security nat source rule-set sip-nat]

user@host#set from zone private

user@host# set to zone public

user@host# set rule sip-r1 match source-address 10.1.1.3/24

user@host# set rule sip-r1 then source-nat pool sip-nat-pool

6. 持続的 NAT を有効にします。

[edit security nat]

user@host# set source address-persistent

7. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host#set proxy-arp interface ge-0/0/2.0 address 1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32

8. 送信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy outgoing]

set match source-address phone1

set match destination-address any

set match application junos-sip

set then permit

9. 受信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy incoming]

set match source-address phone2

set match destination-address phone1

set match application junos-sip

set then permit

結果 設定モードから show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、こ

の例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]
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user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.3/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address proxy 1.1.1.3/32;

address phone2 1.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

user@host# show security nat

source {

pool sip-nat-pool {

address {

1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32;

}

}

address-persistent;

rule-set sip-nat {

from zone private;

to zone public;

rule sip-r1 {

match {

source-address 10.1.1.3/24;

}

then {

source-nat {

pool {

sip-nat-pool;

}

}

}
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}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/2.0 {

address {

1.1.1.20/32 to 1.1.1.40/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone public {

policy outgoing {

match {

source-address phone1;

destination-address any;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone private {

policy incoming {

match {

source-address phone2;

destination-address phone1;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ソース NAT プール使用を確認する 290ページ

• ソース NAT ルール使用を確認する 291ページ

• SIP ALG 状態を確認する 291ページ

ソース NAT プール使用を確認する

目的 IP アドレスを使用しているソース NAT プールからのトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source pool all コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、IP アドレスを使用しているプールからのトラフィックがあるかチェックし

ます。
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ソース NAT ルール使用を確認する

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

SIP ALG 状態を確認する

目的 ご利用のシステムで SIP ALG が有効であることを確認します。

アクション 動作モードから show security alg status コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 308ページのゾーンのSIP ALG およびNAT シナリオを設定する

例:受信 SIP コールのために静的 NAT を設定する

この例では、プライベート ゾーンの発呼者がプライベート ゾーンのプロキシ サーバーに登録

できる静的 NAT マッピングを設定する方法を説明します。

• 要件 291ページ

• 概要 291ページ

• 設定 292ページ

• 検証 295ページ

要件

始める前に、NAT が SIP ALG と連携する様子を理解します。269ページの「NAT が SIP ALG と

連携する様子を理解します」 を参照してください。

概要

SIP プロキシ サーバーが外部ゾーンまたはパブリック ゾーンに位置するとき、プライベート

ゾーンの発呼者がプロキシ サーバーに登録できるように、パブリック インターフェース上で

静的 NAT を設定できます。

この例では（292ページの図24 を参照）、phone1 はプライベート ゾーンの ge-0/0/0 インター

フェース上にあります。また、phone2 とプロキシ サーバーはパブリック ゾーンの ge-0/0/2

インターフェース上にあります。パブリック ゾーンからのパケットを宛先アドレス 1.1.1.3/32

と照合するために、phone1 という名前のルールを持つ incoming-sip という名前の静的 NAT

ルール セットを作成します。一致パケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート ア

ドレス 10.1.1.5/32 に変換されます。さらに、インターフェース ge-0/0/2.0 上でアドレス

1.1.1.3/32 に対してプロキシ ARP を作成します。これによって、システムは、これらのアド

レスについてインターフェースで受信した ARP 要求に応答できます。最後に、パブリック ゾー

ンからプライベート ゾーンへの SIP トラフィックを許可する、incoming という名前のセキュ

リティ ポリシーを作成します。
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図 24: 受信コールのための静的 NAT

注: 受信 SIP コールのための静的 NAT を設定するとき、プライベート ゾーンの各

プライベート アドレスに対して 1 つのパブリック アドレスを設定してください。

設定

CLI 簡単構成 受信コールのための静的 NAT マッピングを素早く設定するには、以下のコマンドをコピーし、

CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.5/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security zones security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security nat static rule-set incoming-sip from zone public

set security nat static rule-set incoming-sip rule phone1 match destination-address

1.1.1.3/32

set security nat static rule-set incoming-sip rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.5/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/2.0 address 1.1.1.3/32

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

phone2
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set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

proxy

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match

destination-address phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming then permit

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match source-address

phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address proxy

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match application

junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。その方法についての詳細

は 「設定モードで CLI Editor を使用する」 を参照してください。

受信コールのための静的 NAT を設定するには：

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. セキュリティ ゾーンを作成します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

3. セキュリティ ゾーンにアドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.5/32

user@host# set security-zone public address-book address proxy 1.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

4. ルールを持つ静的 NAT ルール セットを作成します。

[edit security nat static rule-set incoming-sip]

user@host# set from zone public

user@host# set rule phone1 match destination-address 1.1.1.3/32

user@host# set rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.5/32

5. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/2.0 address 1.1.1.3/32

6. 受信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを定義します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy incoming]

user@host# set match source-address phone2

user@host# set match source-address proxy

user@host# set match destination-address phone1

user@host# set match application junos-sip
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user@host# set then permit

7. 送信 SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを定義します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy outgoing]

user@host# set match source-address phone1

user@host# set match destination-address phone2

user@host#set match destination-address proxy

user@host# set match application junos-sip

user@host# set then permit

結果 設定モードから show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、こ

の例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.5/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address proxy 1.1.1.3/32;

address phone2 1.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

static {

rule-set incoming-sip {

from zone public;
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rule phone1 {

match {

destination-address 1.1.1.3/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.5/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/2.0 {

address {

1.1.1.3/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone public to-zone private {

policy incoming {

match {

source-address phone2;

destination-address phone1;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone public {

policy outgoing {

match {

source-address phone1;

destination-address [ phone2 proxy ];

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• 静的 NAT 設定を確認する 296ページ

• SIP ALG 状態を確認する 296ページ
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静的 NAT 設定を確認する

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static rule コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

SIP ALG 状態を確認する

目的 ご利用のシステムで SIP ALG が有効であることを確認します。

アクション 動作モードから show security alg status コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 308ページのゾーンのSIP ALG およびNAT シナリオを設定する

例:プライベート ゾーンの SIP プロキシおよびパブリック ゾーンの NAT を設定する

この例では、パブリック ゾーンの発呼者がプロキシ サーバーに登録できるよう、プライベー

ト ゾーンの SIP プロキシ サーバーおよびパブリック ゾーンの静的 NAT を設定する方法を説

明します。

• 要件 296ページ

• 概要 296ページ

• 設定 297ページ

• 検証 301ページ

要件

始める前に、NAT が SIP ALG と連携する様子を理解します。269ページの「NAT が SIP ALG と

連携する様子を理解します」 を参照してください。

概要

SIP プロキシ サーバーがプライベート ゾーンに位置するとき、プライベート ゾーンの発呼者

がプロキシ サーバーに登録できるように、外部インターフェースまたはパブリック インター

フェース上で静的 NAT を設定できます。

この例では（297ページの図25 を参照）、phone1 および SIP プロキシ サーバーはプライベー

ト ゾーンの ge-0/0/0 インターフェース上にあります。また、phone2 はパブリック ゾーンの

ge-0/0/2 インターフェース上にあります。プロキシ サーバーが phone2 にプロキシ サーバー

での登録を許可する静的 NAT ルールを設定します。次に、パブリック ゾーンの発呼者がプロ

キシ サーバーに登録できるように、パブリック ゾーンからプライベート ゾーンへの SIP ト

ラフィックを許可する outgoing という名前のポリシーを作成します。さらに、phone1 がコー

ルアウトできるように、プライベート ゾーンからパブリック ゾーンへの incoming という名

前のポリシーを設定します。
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図 25: プライベート ゾーンの SIP プロキシおよびパブリック ゾーンの NAT
を設定する

この例では以下のように NAT を設定します。

• proxy という名前のルールを持つ incoming-sip という名前のルール セットを使って、プロ

キシ サーバーに ge-0/0/2 インターフェースの静的 NAT を設定します。これは、パブリッ

ク ゾーンからのパケットを宛先アドレス 1.1.1.4/32 と照合するためです。一致パケットに

ついては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.4/32 に変換されます。

• phone1 から phone2 への通信のためにインターフェース NAT を有効にするため、phone1 と

いう名前のルールを持つ sip-phones という名前の別のルール セットを設定します。

設定

CLI 簡単構成 プライベート ゾーンの SIP プロキシ サーバーおよびパブリック ゾーンの静的 NAT を素早く

設定し、パブリック ゾーンの発呼者がプロキシ サーバーに登録できるようにするには、以下

のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

set security zones security-zone private address-book address proxy 10.1.1.5/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security nat source rule-set sip-phones from zone private

set security nat source rule-set sip-phones to zone public
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set security nat source rule-set sip-phones rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

set security nat source rule-set sip-phones rule phone1 then source-nat interface

set security nat static rule-set incoming-sip from zone public

set security nat static rule-set incoming-sip rule proxy match destination-address

1.1.1.4/32

set security nat static rule-set incoming-sip rule proxy then static-nat prefix 10.1.1.4/32

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match source-address

any

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing match application

junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy outgoing then permit

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match source-address

phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match

destination-address proxy

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone private policy incoming then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。その方法についての詳細

は 「設定モードで CLI Editor を使用する」 を参照してください。

受信コールのための静的 NAT を設定するには：

1. インターフェースを構成します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

3. セキュリティ ゾーンにアドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

user@host# set security-zone private address-book address proxy 10.1.1.5/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

4. 静的 NAT のためのルール セットを作成し、それにルールを割り当てます。

[edit security nat static rule-set incoming-sip]

user@host# set from zone public

user@host# set rule proxy match destination-address 1.1.1.4/32

user@host# set rule proxy then static-nat prefix 10.1.1.4/32

5. 2 番目のルール セットを設定し、それにルールを割り当てます。

[edit security nat source rule-set sip-phones]

user@host#set from zone private

user@host# set to zone public

user@host# set rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

user@host# set rule phone1 then source-nat interface
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6. 送信トラフィックのセキュリティ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy outgoing]

user@host#set match source-address any

user@host#set match destination-address phone2

user@host#set match application junos-sip

user@host#set then permit

7. 受信トラフィックのセキュリティ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy incoming]

user@host#set match source-address phone2

user@host#set match destination-address proxy

user@host#set match application junos-sip

user@host#set then permit

結果 設定モードから show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、こ

の例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.3/32;

address proxy 10.1.1.5/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address phone2 1.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

[edit]
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user@host# show security nat

source {

rule-set sip-phones {

from zone private;

to zone public;

rule phone1 {

match {

source-address 10.1.1.3/32;

}

then {

source-nat {

interface;

}

}

}

}

}

static {

rule-set incoming-sip {

from zone public;

rule proxy {

match {

destination-address 1.1.1.4/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.4/32;

}

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone public {

policy outgoing {

match {

source-address any;

destination-address phone2;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone private {

policy incoming {

match {

source-address phone2;

destination-address proxy;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}
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デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• 静的 NAT 設定を確認する 301ページ

• SIP ALG 状態を確認する 301ページ

静的 NAT 設定を確認する

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static rule コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

SIP ALG 状態を確認する

目的 ご利用のシステムで SIP ALG が有効であることを確認します。

アクション 動作モードから show security alg status コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 308ページのゾーンのSIP ALG およびNAT シナリオを設定する

例:3 ゾーンの SIP ALG および NAT シナリオを設定する

この例では、パブリック ゾーンの発呼者がプロキシ サーバーに登録できるよう、プライベー

ト ゾーンの SIP プロキシ サーバーおよびパブリック ゾーンの静的 NAT を設定する方法を説

明します。

• 要件 301ページ

• 概要 301ページ

• 設定 302ページ

• 検証 307ページ

要件

始める前に、NAT が SIP ALG と連携する様子を理解します。269ページの「NAT が SIP ALG と

連携する様子を理解します」 を参照してください。

概要

3 ゾーンの SIP 設定では、通常、SIP プロキシ サーバーは、発呼側システムや着呼側システ

ムとは異なるゾーンにあります。このようなシナリオでは、全システムが互いにアクセスでき、

またプロキシ サーバーにアクセスできるように、追加のアドレス設定やゾーン設定およびポリ

シーが必要です。

この例では、phone1 がプライベート ゾーンの ge-0/0/0.0 インターフェース上にあります。

phone2 はパブリック ゾーンの ge-0/0/2.0 インターフェース上にあります。また、プロキシ
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サーバーは DMZ の ge-0/0/1.0 インターフェース上にあります。プライベート ゾーンで phone1

のための静的 NAT ルールを設定します。次に、プライベート ゾーンから DMZ へ、DMZ からプ

ライベート ゾーンへ、パブリック ゾーンから DMZ へ、DMZ からパブリック ゾーンへ、プラ

イベート ゾーンからパブリック ゾーンへと横断するトラフィックのためのポリシーを作成し

ます。302ページの図26の矢印は SIP シグナリング トラフィックの流れを示しています。この

場合、パブリック ゾーン内の phone2 が プライベート ゾーン内の phone1 を呼び出していま

す。セッションの開始後、データは phone1 と phone2 の間で直接やり取りされます。

図 26: プロキシが DMZ にある 3 ゾーン SIP 設定

この例では以下のように NAT を設定します。

• パブリック ゾーンからのパケットを宛先アドレス 2.2.2.3/32 と照合するために、phone1

という名前のルールを持つ incoming-sip という名前の静的 NAT ルール セットを作成しま

す。一致パケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.3/32 に

変換されます。

• インターフェース ge-0/0/1.0 上でアドレス 2.2.2.3/32 に対してプロキシ ARP を設定しま

す。システムは、このアドレスについてインターフェース上で受信した ARP 要求に応答でき

るようになります。

• phone1 からプロキシ サーバーへの、および phone1 から phone2 への通信のためにインター

フェース NAT を有効にするため、ルール r1 を持つ sip-phones という名前の別のルール

セットを設定します。

設定

CLI 簡単構成 プライベート ゾーンの SIP プロキシ サーバーおよびパブリック ゾーンの静的 NAT を素早く

設定するには、以下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.2/24
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set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

set security zones security-zone dmz address-book address proxy 2.2.2.4/32

set security zones security-zone dmz interfaces ge-0/0/1.0

set security nat source rule-set sip-phones from zone private

set security nat source rule-set sip-phones to zone dmz

set security nat source rule-set sip-phones rule r1 match source-address 10.1.1.3/32

set security nat source rule-set sip-phones rule r1 then source-nat interface

set security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy match

source-address phone1

set security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy match

destination-address proxy

set security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy match

application junos-sip

set security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy then permit

set security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy match

source-address phone2

set security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy match

destination-address proxy

set security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy match application

junos-sip

set security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy then permit

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

source-address phone1

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public match

application junos-sip

set security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public then

permit

set security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private match

source-address proxy

set security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private match

destination-address phone1

set security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private match

application junos-sip

set security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private then permit

set security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public match

source-address proxy

set security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public match

destination-address phone2

set security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public match application

junos-sip

set security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。その方法についての詳細

は 「設定モードで CLI Editor を使用する」 を参照してください。

プライベート ゾーンの SIP プロキシ サーバーおよびパブリック ゾーンの静的 NAT を設定す

るには：

1. インターフェースを設定します。
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[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.2/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/2.0

user@host# set security-zone dmz interfaces ge-0/0/1.0

3. セキュリティ ゾーンにアドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

user@host# set security-zone dmz address-book address proxy 2.2.2.4/32

4. phone1 からプロキシへの通信のためのインターフェース NAT を設定します。

[edit security nat source rule-set sip-phones]

user@host#set from zone private

user@host# set to zone dmz

user@host# set rule r1 match source-address 10.1.1.3/32

user@host# set rule r1 then source-nat interface

5. ゾーン private からゾーン DMZ へのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

設定します。

[edit security policies from-zone private to-zone dmz policy private-to-proxy]

user@host# set match source-address phone1

user@host#set match destination-address proxy

user@host#set match application junos-sip

user@host#set then permit

6. ゾーン public からゾーン DMZ へのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを設

定します。

[edit security policies from-zone public to-zone dmz policy public-to-proxy]

user@host#set match source-address phone2

user@host#set match destination-address proxy

user@host#set match application junos-sip

user@host#set then permit

7. ゾーン private からゾーン public へのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー

を設定します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy private-to-public]

user@host# set match source-address phone1

user@host#set match destination-address phone2

user@host#set match application junos-sip

user@host#set then permit

8. ゾーン DMZ からゾーン private へのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

設定します。

[edit security policies from-zone dmz to-zone private policy proxy-to-private]

user@host# set match source-address proxy

user@host# set match destination-address phone1
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user@host#set match application junos-sip

user@host#set then permit

9. ゾーン DMZ からゾーン public へのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを設

定します。

[edit security policies from-zone dmz to-zone public policy proxy-to-public]

user@host# set match source-address proxy

user@host#set match destination-address phone2

user@host#set match application junos-sip

user@host#set then permit

結果 設定モードから show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、こ

の例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 2.2.2.2/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.3/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address phone2 1.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;
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}

}

security-zone dmz {

address-book {

address proxy 2.2.2.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

rule-set sip-phones {

from zone private;

to zone dmz;

rule r1 {

match {

source-address 10.1.1.3/32;

}

then {

source-nat {

interface;

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

2.2.2.3/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone private to-zone dmz {

policy private-to-proxy {

match {

source-address phone1;

destination-address proxy;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone public to-zone dmz {

policy public-to-proxy {

match {

source-address phone2;

destination-address proxy;

application junos-sip;
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}

then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone public {

policy private-to-public {

match {

source-address phone1;

destination-address phone2;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone dmz to-zone private {

policy proxy-to-private {

match {

source-address proxy;

destination-address phone2;

application junos-sip;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ソース NAT ルール使用を確認する 307ページ

• 静的 NAT 設定を確認する 307ページ

• SIP ALG 状態を確認する 308ページ

ソース NAT ルール使用を確認する

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

静的 NAT 設定を確認する

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static rule コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。
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SIP ALG 状態を確認する

目的 ご利用のシステムで SIP ALG が有効であることを確認します。

アクション 動作モードから show security alg status コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 308ページのゾーンのSIP ALG およびNAT シナリオを設定する

SIP ALG 設定を確認する

• SIP ALG を確認する 308ページ

• SIP ALG コールを確認する 308ページ

• SIP ALG コールの詳細を確認する 309ページ

• SIP ALG カウンタを確認する 309ページ

• SIP ALG メッセージの速度を確認する 310ページ

SIP ALG を確認する

目的 SIP ALG 検証オプションを確認します。

アクション CLI から show security alg sip ? コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip ?

Possible completions:

calls Show SIP calls

counters Show SIP counters

rate Show SIP rate

意味 出力は、すべての SIP 検証パラメータのリストを表示します。以下の情報を確認します。

• Calls — SIP コールをすべて表示します。

• Counters — 各 SIP 要求メソッドおよびエラー タイプについて応答コードのカウンタを表示

します。

• Rate — SIP シグナリング メッセージの速度および周期性を表示します。

SIP ALG コールを確認する

目的 アクティブ コールに関する情報を表示します。

アクション J-Web インターフェースから [Monitor（監視）] > [ALGs] > [SIP] > [Calls（コール）] を

選択します。あるいは CLI から show security alg sip calls コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip calls

Total number of calls: 1

Call ID: 47090a32@30.2.20.5

Method: INVITE
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意味 出力は、すべてのアクティブな SIP コールのリストを表示します。ユーザー エージェント

サーバー（UAS）コール ID およびローカル タグとリモート タグ、そしてコールの状態を確認

します。

SIP ALG コールの詳細を確認する

目的 アクティブ コールに関するアドレスおよび SDP を表示します。

アクション J-Web インターフェースから [Monitor（監視）] > [ALGs] > [SIP] > [Details（詳細）] 選

択します。あるいは CLI から show security alg sip calls detail コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip calls detail

Total number of calls: 1

Call ID : 47090a32@30.2.20.5

Method : INVITE

State : SETUP

Group ID : 24575

意味 出力は、アクティブな SIP コールすべての詳細を表示します。以下の情報を確認します。

• コールの総数、ID とタグ情報、および状態

• リモート グループ ID

• IP アドレスとポート番号、および SDP 接続とメディアの詳細

SIP ALG カウンタを確認する

目的 SIP カウンタに関する情報を表示します。

アクション J-Web インターフェースから [Monitor（監視）] > [ALGs] > [SIP] > [Counters（カウンタ）]

を選択します。あるいは CLI から show security alg sip counters コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip counters

Method T 1xx 2xx 3xx 4xx 5xx 6xx

RT RT RT RT RT RT RT

INVITE 4 4 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

CANCEL 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

ACK 3 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

BYE 3 0 3 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

REGISTER 7 0 7 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

OPTIONS 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

INFO 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

MESSAGE 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

NOTIFY 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

PRACK 0 0 0 0 0 0 0
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0 0 0 0 0 0 0

PUBLISH 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

REFER 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

SUBSCRIBE 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

UPDATE 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

BENOTIFY 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

SERVICE 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

OTHER 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0

SIP Error Counters

-----------------------------

Total Pkt-in :34

Total Pkt dropped on error :0

Call error :0

IP resolve error :0

NAT error :0

Resource manager error :0

RR header exceeded max :0

Contact header exceeded max :0

Call Dropped due to limit :0

SIP stack error : 0

SIP decode error : 0

SIP unknown method error : 0

RTO message sent : 0

RTO message received : 0

RTO buffer allocation failure : 0

RTO buffer transmit failure : 0

RTO send processing error : 0

RTO receive processing error : 0

RTO receive invalid length : 0

RTO receive call process error : 0

RTO receive call allocation error : 0

RTO receive call register error : 0

RTO receive invalid status error : 0

意味 出力は、送受信したすべての SIP 応答コードのカウントおよび SIP エラーのカウントを表示

します。以下の情報を確認します。

• 各 SIP 要求メソッドに対する応答コードの送信のカウント

• 可能性がある全エラー タイプのカウント

SIP ALG メッセージの速度を確認する

目的 SIP メッセージ速度に関する情報を表示します。

アクション J-Web インターフェースから [Monitor（監視）] > [ALGs] > [SIP] > [Rate（速度）] を選択

します。あるいは CLI から show security alg sip rate コマンドを入力します。

user@host> show security alg sip rate

CPU ticks per microseconds is 3735928559

Time taken for the last message is 0 microseconds
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Total time taken for 0 messages is 0 microseconds(in less than 10 minutes)

Rate: 3735928559 messages/second

意味 出力は、メッセージのための CPU 使用に関する情報、および SIP シグナリング メッセージの

速度と周期性を表示します。以下の情報を確認します。

• ミリ秒当たりの CPU ティック

• 最後のメッセージと全メッセージの通過時間およびメッセージがネットワークを通過する速

度

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 261ページのSIP ALG 設定の概要

• 280ページの例:受信 SIP コールのためにインターフェース ソース NAT を設定する

• 285ページの例:受信 SIP コールのためにソース NAT プールを設定する

• 291ページの例:受信 SIP コールのために静的 NAT を設定する

• 296ページの例:プライベート ゾーンの SIP プロキシおよびパブリック ゾーンの NAT を設定

する

• 301ページの例:3 ゾーンの SIP ALG および NAT シナリオを設定する
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第13章

SCCP ALG

• SCCP ALG について 313ページ

• SCCP ALG 設定の概要 318ページ

• SCCP ALG 無活動メディア タイムアウト 319ページ

• SCCP ALG の未知のメッセージ タイプ 320ページ

• SCCP ALG DoS 攻撃保護 322ページ

• 例:プライベート ゾーンの SCCP ALG コール マネージャまたは TFTP サーバーを設定す

る 324ページ

• SCCP ALG 設定を確認する 330ページ

SCCP ALG について

Skinny クライアント制御プロトコル（SCCP）は、コール シグナリングのためのシスコ独自の

プロトコルです。Skinny はコール エージェントベースのコール制御アーキテクチャに基づき

ます。制御プロトコルは、ウェルノウン TCP ポート番号宛先に送信された TCP フレーム上で

コード化された 2 進コード化フレームを使用して、RTP メディア セッションのセットアップ

およびテアダウンを行います。

他のコール制御プロトコルと同様に、SCCP プロトコルは、制御パケットに情報を埋め込むこと

によって、メディア端点パラメータ、特にメディア終了のリアルタイム トランスポート プロ

トコル（RTP）ポート番号および IP アドレスをネゴシエートします。SCCP アプリケーション

層ゲートウェイ（ALG）は、これらの制御パケットを解析し、メディア パケットと制御パケッ

トのシステム内での流れを円滑化します。

また、SCCP ALG は、コールの速度制限を実施し、過負荷やサービス拒否（DoS）攻撃から重要

なリソースを保護するのを支援します。

以下の機能が、Junos OS の SCCP ALG によって実行されます。

• SCCP プロトコル データ単位の検証

• 埋め込まれた IP アドレスおよびポート番号の変換

• メディアを通過させるファイアウォール リソース（ピンホールとゲート）の割り当て

• アイドル状態のコールのエージアウト

• SCCP ALG パラメータのための設定 API

• カウンタ、状態、および統計を表示するための動作モード API
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SCCP アーキテクチャでは、CallManager と呼ばれるプロキシが、ほとんどの処理を行います。

エンド ステーションとも呼ばれる IP 電話は、SCCP クライアントを実行し、ポート 2000 の

TCP 経由でプライマリの（ある場合はセカンダリも）CallManager に接続して、プライマリ

CallManager に登録します。この接続は、クライアントが送受信するコールを確立するのに使

用されます。

SCCP ALG は、次をサポートします。

• ある SCCP クライアントから CallManager を介して 別の SCCP クライアントへ向かうコー

ルのフロー

• シームレスなフェールオーバー — プライマリで障害が発生している間、処理中のすべての

コールをスタンバイのファイアウォールへ切り替えます。

• ボイス オーバー IP（VoIP）シグナリング ペイロードの検査 — 受信 VoIP ペイロード パ

ケットのペイロードを詳細に検査します。不正パケット攻撃はすべて、ALG がブロックしま

す。

• SCCP シグナリング ペイロードの検査 — 受信 SCCP シグナリング パケットのペイロードを

詳細に検査します。不正パケット攻撃はすべて、ALG がブロックします。

• パケット状態処理 — 対応する VoIP ベースの状態マシンを起動し、解析された情報を処理し

ます。ステート外またはトランザクション外のパケットは特定され、正しく処理されます。

• NAT（ネットワークアドレス変換） — 既存のルーティング情報とネットワーク トポロジ、さ

らに必要に応じて変換済みの IP アドレスとポート番号に基づき、ペイロードに埋め込まれ

ている IP アドレスとポート情報を変換します。

• VoIP トラフィックのピンホールの作成と管理 — メディアまたはシグナリングに使用される

IP アドレスとポート番号を識別し、メディアが安全にストリームできるようにピンホールを

動的に開閉します。

このトピックのセクションは、以下のようになります。

• SCCP セキュリティ 314ページ

• SCCP のコンポーネント 315ページ

• SCCP トランザクション 315ページ

• SCCP 制御メッセージと RTP フロー 316ページ

• SCCP メッセージ 317ページ

SCCP セキュリティ

SCCP ALG には、次のセキュリティ機能が搭載されています。

• TCP 上の SCCP 制御メッセージのステートフル検査、メッセージ フォーマットの検証、およ

び現在のコール状態のメッセージ有効性。無効なメッセージは破棄されます。

• Cisco IP 電話と Cisco CallManager との間でのセキュリティ ポリシーの実行。

• ALG が処理するコールの数を制限することによってコールのフラッディングから保護します。

• コールのシームレスなフェールオーバー。クラスタ配備でのデバイス障害の場合には、進行

中のコールを含みます。
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SCCP のコンポーネント

以下に、SCCP VoIP アーキテクチャの主要コンポーネントを示します。

• SCCP クライアント 315ページ

• CallManager 315ページ

• クラスタ 315ページ

SCCP クライアント

SCCP クライアントは、エンド ステーションとも呼ばれる IP 電話上で動作し、SCCP を使って

シグナリングを実行したり電話をかけたりします。SCCP クライアントが電話をかける際には、

最初にプライマリ CallManager に（セカンダリが使用可能であればそれにも）登録する必要が

あります。クライアントと CallManager との接続は ポート 2000 の TCP で行われます。この

接続は、クライアントからのコールおよびクライアントへのコールの確立に使用されます。メ

ディアの伝送は RTP、UDP、IP で行われます。

CallManager

CallManager は、SCCP コール制御サーバー ソフトウェアを実装し、SCCP VoIP ネットワーク

のすべてのデバイスおよび通信を全体的に制御します。CallManager は、SCCP グループ、数の

範囲、ルートプランを定義、監視、および制御する機能を持ち、ネットワーク上のデバイスの

初期化、アクセス許可、デバイスの登録を行い、また、アドレス、電話番号、番号形式を格納

している冗長データベースを提供します。さらに、呼ばれた側のデバイスまたはそれらのエー

ジェントとの接続を開始し、音声通話が伝送される論理セッションを確立します。

クラスタ

クラスタ は、SCCP クライアントと CallManager の集合です。クラスタ内の CallManager は、

クラスタに存在するすべての SCCP クライアントを検出します。1 つのクラスタに、バックアッ

プ用を含めて 2 個以上の CallManager が存在できます。CallManager の動作は、次に示す各

クラスタの条件によって異なります。

• クラスタ内。CallManager は各 SCCP クライアントを検出し、コールは同じクラスタ内の

SCCP クライアント間で行われます。

• クラスタ間。CallManager は、相手の CallManager と H.323 を使って通信し、コールを設

定する必要があります。

• クラスタ間のコール。アクセス許可の制御とアドレス解決にゲートキーパーが使用されます。

CallManager の動作は、SCCP クライアントと PSTN（公衆電話交換回線網）電話との間のコー

ル、SCCP クライアントと H.323 を使用する別の管理ドメインの電話との間のコールによっ

ても異なります。

SCCP トランザクション

SCCP トランザクションは、SCCP コールが進捗するために必要となる処理です。SCCP トランザ

クションには、次のプロセスが含まれます。

• クライアントの初期化 316ページ

• クライアント登録 316ページ
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• コールの設定 316ページ

• メディアの設定 316ページ

クライアントの初期化

初期化するために SCCP クライアントが決定しなければならない情報があります。それは、

CallManager の IP アドレス、ご自身の IP アドレス、および IP ゲートウェイと DNS サー

バーの情報です。初期化処理は、ローカル LAN 上で行われます。SCCP クライアントは DHCP

（動的ホスト構成プロトコル）要求を送信することによって、IP アドレス、DNS サーバー ア

ドレス、TFTP サーバーの名前とアドレスを取得します。TFTP サーバー名は、sepmacaddr.cnf

という名前の構成ファイルをダウンロードするのに必要です。TFTP 名が与えられない場合、ク

ライアントは IP 電話のデフォルトのファイル名を使用します。次にクライアントは、TFTP

サーバーから構成ファイル .cnf (xml) をダウンロードします。CNF ファイルには、プライマ

リとセカンダリ Cisco CallManager の IP アドレスがあります。この情報を使って、クライア

ントは CallManager に接続して登録します。

クライアント登録

SCCP クライアントは、初期化処理を終了後、既知のデフォルト ポート 2000 の TCP 接続で

CallManager に登録します。クライアント自身の IP アドレス、電話の MAC アドレス、プロト

コルやバージョンなどの他の情報を CallManager に渡します。登録が済むまでは、クライアン

トはコールを開始または受信することができません。キープアライブ メッセージは、デバイス

のポリシーが許可する場合に、クライアントと CallManager との間のこの TCP 接続を開いた

ままの状態に保ち、クライアントが任意の時間にコールの開始または受信ができるようにしま

す。

コールの設定

SCCP を使った IP 電話間のコール設定は、必ず CallManager が処理します。コール設定のた

めのメッセージは CallManager に送信され、CallManager はコール状態に適したメッセージを

返します。コールの設定が成功し、デバイスのポリシーによってコールが許可されると、

CallManager はメディア設定メッセージをクライアントに送信します。

メディアの設定

CallManager は、呼び出された側の IP アドレスとポート番号を呼び出し側に送信します。さ

らに呼び出し側のメディア IP アドレスとポート番号を呼び出された側に送信します。メディ

アの設定が終了すると、メディアはクライアント間で直接伝送されます。コールが終了すると、

CallManager に通知され、メディア ストリームが終了します。この処理中、CallManager が

コール設定機能をクライアントに譲ることはありません。メディアは、RTP/UDP/IP 接続で直接

クライアント間でやり取りされます。

SCCP 制御メッセージと RTP フロー

317ページの図27 に、Phone 1 と Phone 2 との間の単一コールの設定とテアダウンに使用され

る SCCP 制御メッセージを示します。Phone 1 でコールを開始する OffHook メッセージ、およ

びコールの終了を通知する OnHook メッセージを除いて、コールのすべての局面が CallManager

によって制御されます。
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図 27: コールの設定とテアダウン

SCCP メッセージ

317ページの表32、317ページの表33、318ページの表34、および 318ページの表35 に、デバイスで

許可される 4 間隔の SCCP コール メッセージ ID を示します。

表32: 局から CallManager へのメッセージ

0x00000001#define STATION_REGISTER_MESSAGE

0x00000002#define STATION_IP_PORT_MESSAGE

0x00000020#define STATION_ALARM_MESSAGE

0x00000022#define STATION_OPEN_RECEIVE_CHANNEL_ACK

表33: CallManager から局へのメッセージ

0x00000001#define STATION_START_MEDIA_TRANSMISSION

0x00000002#define STATION_STOP_MEDIA_TRANSMISSION
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表33: CallManager から局へのメッセージ （続き）

0x00000020#define STATION_CALL_INFO_MESSAGE

0x00000022#define STATION_OPEN_RECEIVE_CHANNEL_ACK

0x00000106#define STATION_CLOSE_RECEIVE_CHANNEL

表34: CallManager 4.0 メッセージおよび Post Sccp 6.2

0x00000029#define STATION_REGISTER_TOKEN_REQ_MESSAGE

0x0000002A#define STATION_MEDIA_TRANSMISSION_FAILURE

0x00000031#define STATION_OPEN_MULTIMEDIA_RECEIVE_CHANNEL_ACK

表35: CallManager から局へ

0x00000131#define STATION_OPEN_MULTIMEDIA_RECEIVE_CHANNEL

0x00000132#define STATION_START_MULTIMEDIA_TRANSMISSION

0x00000133#define STATION_STOP_MULTIMEDIA_TRANSMISSION

0x00000136#define STATION_CLOSE_MULTIMEDIA_RECEIVE_CHANNEL

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 203ページのALG の概要

• 318ページのSCCP ALG 設定の概要

• 324ページの例:プライベート ゾーンの SCCP ALG コール マネージャまたは TFTP サーバーを

設定する

SCCP ALG 設定の概要

Skinny クライアント制御プロトコル アプリケーション層ゲートウェイ（SCCP ALG）は、デフォ

ルトではデバイスで有効です。有効にするためのアクションは不要です。ただし、次の手順を

使用して SCCP ALG 動作を微調整できます。

1. ネットワーク リソースを節約しスループットを最大化します。手順は319ページの「例：SCCP

ALG 無活動メディア タイムアウトの設定」を参照してください。

2. セッションがネットワーク アドレス変換（NAT）モードおよびルート モードのときに未知

のメッセージが通過できるようにします。手順は321ページの「例：未知の SCCP ALG メッ

セージ タイプを許可する」を参照してください。

3. サービス拒否（DoS）フラッド攻撃から SCCP クライアントを保護します。手順は323ページ

の「例：SCCP ALG DoS 攻撃保護を設定する」を参照してください。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.318

Junos OS セキュリティ設定ガイド



関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 313ページのSCCP ALG について

• 324ページの例:プライベート ゾーンの SCCP ALG コール マネージャまたは TFTP サーバーを

設定する

• 330ページのSCCP ALG 設定を確認する

SCCP ALG 無活動メディア タイムアウト

• SCCP ALG 無活動メディア タイムアウトについて 319ページ

• 例:SCCP ALG 無活動メディア タイムアウトを設定する 319ページ

SCCP ALG 無活動メディア タイムアウトについて

無活動メディア タイムアウト機能は、ネットワーク リソースを節約しスループットを最大化

するのに役立ちます。

このパラメータは、グループ内のメディア トラフィックなしでコールがアクティブな状態を持

続できる最大時間（秒単位）を示します。リアルタイム トランスポート プロトコル（RTP）パ

ケットまたはリアルタイム制御プロトコル（RTCP）パケットが、コールの内部で発生するごと

に、このタイムアウトはリセットされます。無活動の期間がこの設定を超過すると、Skinny ク

ライアント制御プロトコル（SCCP）がメディアのために開いたゲートが閉じられます。デフォ

ルト設定は 120 秒であり、範囲は 10～2,550 秒です。タイムアウト時には、メディアのため

のリソース（セッションとピンホール）は削除されますが、コールは終了されないことに注意

してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 313ページのSCCP ALG について

• 318ページのSCCP ALG 設定の概要

• 319ページの例:SCCP ALG 無活動メディア タイムアウトを設定する

例:SCCP ALG 無活動メディア タイムアウトを設定する

この例では、SCCP ALG に無活動メディア タイムアウト値を設定する方法を説明します。

• 要件 319ページ

• 概要 320ページ

• 設定 320ページ

• 検証 320ページ

要件

始める前に、グループ内のメディア トラフィックなしでコールがアクティブな状態を持続でき

る最大時間（秒単位）を示すパラメータを確認します。319ページの「SCCP ALG 無活動メディア

タイムアウトについて」を参照してください。
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概要

このタイムアウトは、コールの内部で RTP パケットまたは RTCP パケットが発生するたびにリ

セットされます。無活動の期間がこの設定を超過すると、SCCP がメディアのために開いたゲー

トが閉じられます。この例では、メディア無活動タイムアウトを 90 秒に設定します。

設定

J-Web 簡単構成 SCCP ALG に無活動メディア タイムアウトを設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [SCCP] タブを選択します。

3. [Inactive Media Timeout（無活動メディア タイムアウト）] ボックスに 90 を入力しま

す。

4. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

5. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 SCCP ALG に無活動メディア タイムアウトを設定するには：

1. SCCP ALG 無活動メディア タイムアウト値を設定します。

[edit]

user@host# set security alg sccp inactive-media-timeout 90

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg sccp コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 319ページのSCCP ALG 無活動メディア タイムアウトについて

• 318ページのSCCP ALG 設定の概要

• 330ページのSCCP ALG 設定を確認する

SCCP ALG の未知のメッセージ タイプ

• SCCP ALG の未知のメッセージ タイプについて 321ページ

• 例:未知の SCCP ALG メッセージ タイプを許可する 321ページ
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SCCP ALG の未知のメッセージ タイプについて

Skinny クライアント制御プロトコル（SCCP）の進行中の開発に対応するために、新しい SCCP

メッセージ タイプを含むトラフィックを許可したい場合があります。未知の SCCP メッセージ

タイプ機能によって、未知のメッセージ タイプを含む SCCP トラフィックを受け入れるようデ

バイスを設定できます。これはネットワーク アドレス変換（NAT）モードとルート モードの両

方で可能です。

この機能を使って、未確認の SCCP メッセージをデバイスがどのように処理するかを指定でき

ます。デフォルトでは未知の（サポートされない）メッセージは破棄されます。セキュリティ

を損なう可能性があるので、未確認メッセージの許可を推奨しません。ただし、安全なテスト

環境または本稼働環境では、異なるベンダー装置との相互運用性の問題を解決するのに、この

コマンドは役立つ場合があります。未知の SCCP メッセージを許可すると、ボイス オーバー

IP（VoIP）トラフィックを分析して、一部のメッセージが破棄される理由を判断できるので、

ネットワークの稼働に役立つ場合があります。

このコマンドは、サポートされる VoIP パケットであると識別された受信パケットにのみ適用

されることに注意してください。識別できない場合は、パケットは必ず破棄されます。パケッ

トがサポート対象のプロトコルであると識別され、未知のメッセージ タイプを許可するようデ

バイスが設定されている場合、メッセージは処理されずに転送されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 313ページのSCCP ALG について

• 318ページのSCCP ALG 設定の概要

• 321ページの例:未知の SCCP ALG メッセージ タイプを許可する

例:未知の SCCP ALG メッセージ タイプを許可する

この例では、NAT モードとルート モードの両方で、未知の SCCP メッセージ タイプを許可す

るよう SCCP ALG を設定する方法を説明します。

• 要件 321ページ

• 概要 321ページ

• 設定 322ページ

• 検証 322ページ

要件

始める前に、デバイスに対する新しい未知の SCCP メッセージ タイプに対応するかどうかを決

定します。321ページの「SCCP ALG の未知のメッセージ タイプについて」を参照してください。

概要

この機能を使って、未確認の SCCP メッセージを Juniper Networks デバイスがどのように処

理するかを指定できます。未知のメッセージはセキュリティを損なう可能性があるので、デフォ

ルトでは未知の（サポートしない）メッセージを破棄します。ただし、安全なテスト環境また

は本稼働環境では、異なるベンダー装置との相互運用性の問題を解決するのに、このコマンド

は役立つ場合があります。
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設定

J-Web 簡単構成 未知のメッセージ タイプを許可するよう SCCP ALG を設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [SCCP] タブを選択します。

3. [Enable Permit NAT applied（Permit NAT applied の有効化）] チェックボックスを選択

します。

4. [Enable Permit routed（Permit routed の有効化）] チェックボックスを選択します。

5. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

6. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 未知のメッセージ タイプを許可するよう SCCP ALG を設定するには：

1. セッションが NAT モードまたはルート モードである場合、未知のメッセージ タイプの

通過を許可します。

[edit]

user@host# set security alg sccp application-screen unknown-message

permit-nat-applied permit-routed

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg sccp コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 321ページのSCCP ALG の未知のメッセージ タイプについて

• 318ページのSCCP ALG 設定の概要

• 330ページのSCCP ALG 設定を確認する

SCCP ALG DoS 攻撃保護

• SCCP ALG DoS 攻撃保護について 322ページ

• 例:SCCP ALG DoS 攻撃保護を設定する 323ページ

SCCP ALG DoS 攻撃保護について

処理を試みるコールの数を制限することによって、サービス拒否（DoS）フラッド攻撃から

Skinny クライアント制御プロトコル アプリケーション層ゲートウェイ（SCCP ALG）クライア

ントを保護できます。
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SCCP コール フラッド防止を設定すると、SCCP ALG は、設定したしきい値を超えるコールを破

棄します。範囲はクライアント当たり 2～1000 コール/秒です。デフォルトは 20 です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 313ページのSCCP ALG について

• 318ページのSCCP ALG 設定の概要

• 323ページの例:SCCP ALG DoS 攻撃保護を設定する

例:SCCP ALG DoS 攻撃保護を設定する

この例では、SCCP ALG のための接続フラッド防止を設定する方法を説明します。

• 要件 323ページ

• 概要 323ページ

• 設定 323ページ

• 検証 324ページ

要件

始める前に、DoS フラッド攻撃から SCCP メディア ゲートウェイを保護するかどうかを決定し

ます。322ページの「SCCP ALG DoS 攻撃保護について」を参照してください。

概要

この例では、クライアント当たり毎秒 500 を超えるコールを破棄するようデバイスを設定しま

す。

設定

J-Web 簡単構成 SCCP ALG のためのコール フラッド防止を設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [SCCP] タブを選択します。

3. [Call flood threshold（コール フラッドしきい値）] ボックスで 500 を入力します。

4. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

5. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 SCCP ALG のためのコール フラッド防止を設定するには：

1. DoS 攻撃保護を設定するには：

[edit]

user@host# set security alg sccp application-screen call-flood threshold 500

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg sccp コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 322ページのSCCP ALG DoS 攻撃保護について

• 318ページのSCCP ALG 設定の概要

• 330ページのSCCP ALG 設定を確認する

例:プライベート ゾーンの SCCP ALG コール マネージャまたは TFTP サーバーを設定する

この例では、プライベート ゾーンの SCCP ALG コール マネージャまたは TFTP サーバーにパ

ブリック ゾーンの発呼者が登録できるように、Juniper Networks デバイスの発信インター

フェース上にある静的 NAT を設定する方法を説明します。

• 要件 324ページ

• 概要 324ページ

• 設定 325ページ

• 検証 330ページ

要件

始める前に、SCCP ALG を使った NAT サポートについて理解してください。313ページの「SCCP

ALG について」 を参照してください。

概要

この例（325ページの図28 を参照）では、単一デバイスが、コール マネージャまたは TFTP サー

バーとして機能しています。コール マネージャまたは TFTP サーバーおよび phone1 はプライ

ベート ゾーンの ge-0/0/0.0 インターフェース上にあります。また、phone2 はパブリック

ゾーンの ge-0/0/1.0 インターフェース上にあります。phone2 が起動すると、TFTP サーバー

に照会してコール マネージャの IP アドレスを取得するように、コール マネージャまたは

TFTP サーバーのための静的 NAT ルール セットを設定します。次に、パブリック ゾーンから

プライベート ゾーンへの SCCP トラフィックを許可するために in-pol という名前のポリシー

を、phone1 がコールアウトできるように out-pol という名前のポリシーを作成します。

注: TFTP サーバーの設定ファイル（sep <mac_addr>.cnf）にあるコール マネージャ

の IP アドレスを、コール マネージャの NAT IP アドレスに変更することをお勧め

します。
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図 28: プライベート ゾーン内のコール マネージャまたは TFTP サーバー

この例では以下のように NAT を設定します。

• パブリック ゾーンからのパケットを宛先アドレス 1.1.1.2/32 と照合するために、phone2

という名前のルールを持つ to-proxy という名前の静的 NAT ルール セットを作成します。

一致パケットについては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 10.1.1.4/32 に変換

されます。

• インターフェース ge-0/0/1.0 上でアドレス 1.1.1.2/32 に対してプロキシ ARP を設定しま

す。これによって、システムは、これらのアドレスについてインターフェースで受信した ARP

要求に応答できます。

• phone1 から phone2 への通信のためにインターフェース NAT を有効にするため、phone1 と

いう名前のルールを持つ phones という名前の別のルール セットを設定します。

設定

CLI 簡単構成 プライベート ゾーンにある SCCP ALG コール マネージャまたは TFTP サーバーのための NAT

を素早く設定するため、以下のコマンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32
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set security zones security-zone private address-book address cm-tftp_server 10.1.1.4/32

set security zones security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32

set security zones security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

set security nat source rule-set phones from zone private

set security nat source rule-set phones to zone public

set security nat source rule-set phones rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

set security nat source rule-set phones rule phone1 then source-nat interface

set security nat static rule-set to-proxy from zone public

set security nat static rule-set to-proxy rule phone2 match destination-address 1.1.1.2/32

set security nat static rule-set to-proxy rule phone2 then static-nat prefix 10.1.1.4/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.2/32

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol match source-address

phone2

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol match

destination-address cm-tftp_server

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol match

destination-address phone1

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol match application

junos-sccp

set security policies from-zone public to-zone private policy in-pol then permit

set security policies from-zone private to-zone public policy out-pol match source-address

any

set security policies from-zone private to-zone public policy out-pol match

destination-address phone2

set security policies from-zone private to-zone public policy out-pol match application

junos-sccp

set security policies from-zone private to-zone public policy out-pol then permit

set security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol match source-address

any

set security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol match

destination-address any

set security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol match application

junos-tftp

set security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。その方法についての詳細

は 「設定モードで CLI Editor を使用する」 を参照してください。

プライベート ゾーンにある SCCP ALG コール マネージャまたは TFTP サーバーのための NAT

を設定するには：

1. インターフェースを設定します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

2. ゾーンを作成し、それらにアドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone private interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security-zone private address-book address phone1 10.1.1.3/32

user@host# set security-zone private address-book address cm-tftp_server 10.1.1.4/32

user@host# set security-zone public interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone public address-book address phone2 1.1.1.4/32
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3. 静的 NAT のためのルール セットを作成し、それにルールを割り当てます。

[edit security nat static rule-set to-proxy]

user@host# set from zone public

user@host#set rule phone2 match destination-address 1.1.1.2/32

user@host#set rule phone2 then static-nat prefix 10.1.1.4/32

4. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host#set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 1.1.1.2/32

5. phone1 から phone2 への通信のためのインターフェース NAT を設定します。

[edit security nat source rule-set phones]

user@host#set from zone private

user@host# set to zone public

user@host# set rule phone1 match source-address 10.1.1.3/32

user@host# set rule phone1 then source-nat interface

6. パブリック ゾーンからプライベート ゾーンへのトラフィックを許可するポリシーを設定

します。

[edit security policies from-zone public to-zone private policy in-pol]

user@host#set match source-address phone2

user@host# set match destination-address cm-tftp_server

user@host# set match destination-address phone1

user@host# set match application junos-sccp

user@host#set then permit

7. プライベート ゾーンからパブリック ゾーンへのトラフィックを許可するポリシーを設定

します。

[edit security policies from-zone private to-zone public policy out-pol]

user@host#set match source-address any

user@host#set match destination-address phone2

user@host# set match application junos-sccp

user@host#set then permit

8. phone1 から CM/TFTP サーバーへのトラフィックを許可するポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone private to-zone private policy tftp-pol]

user@host#set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application junos-tftp

user@host#set then permit

結果 設定モードから show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、こ

の例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}
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}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone private {

address-book {

address phone1 10.1.1.3/32;

address cm-tftp_server 10.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone public {

address-book {

address phone2 1.1.1.4/32;

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

source {

rule-set phones {

from zone private;

to zone public;

rule phone1 {

match {

source-address 10.1.1.3/32;

}

then {

source-nat {

interface;

}

}

}

}

}

static {

rule-set to-proxy {

from zone public;

rule phone2 {

match {

destination-address 1.1.1.2/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.4/32;

}

}
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}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

1.1.1.2/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone public to-zone private {

policy in-pol {

match {

source-address phone2;

destination-address cm-tftp_server;

destination-address phone1;

application junos-sccp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone public {

policy out-pol {

match {

source-address any;

destination-address phone2;

application junos-sccp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone private to-zone private {

policy tftp-pol {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-tftp;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。
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検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• ソース NAT ルール使用を確認する 330ページ

• 静的 NAT 設定を確認する 330ページ

• SCCP ALG を確認する 330ページ

ソース NAT ルール使用を確認する

目的 ソース NAT ルールと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

静的 NAT 設定を確認する

目的 静的 NAT ルール セットと一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static rule コマンドを入力します。Translation hits

フィールドを見て、ルールと一致するトラフィックがあるかチェックします。

SCCP ALG を確認する

目的 SCCP ALG が有効であることを確認します。

アクション 動作モードから show security alg status | match sccp コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

SCCP ALG 設定を確認する

• SCCP ALG を確認する 330ページ

• SCCP コールを確認する 331ページ

• SCCP コールの詳細を確認する 331ページ

• SCCP カウンタを確認する 332ページ

SCCP ALG を確認する

目的 SCCP 検証オプションを表示します。

アクション CLI から show security alg sccp コマンドを入力します。

user@host> show security alg sccp ?
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Possible completions:

calls Show SCCP calls

counters Show SCCP counters

意味 出力は、すべての SCCP 検証パラメータのリストを表示します。以下の情報を確認します。

• すべての SCCP コール

• すべての SCCP コールのカウンタ

SCCP コールを確認する

目的 すべての SCCP コールのリストを表示します。

アクション CLI から show security alg sccp calls コマンドを入力します。

user@host> show security alg sccp calls

Possible completions:

calls Show SCCP calls

counters Show SCCP counters

endpoints Show SCCP endpoints

意味 出力は、すべての SCCP 検証パラメータのリストを表示します。以下の情報を確認します。

• すべての SCCP コール

• すべての SCCP コールのカウンタ

• すべての SCCP 端点に関する情報

SCCP コールの詳細を確認する

目的 すべての SCCP コールに関する詳細を表示します。

アクション CLI から show security alg sccp calls detail コマンドを入力します。

user@host> show security alg sccp calls detail

Client IP address: 11.0.102.91

Client zone: 7

CallManager IP: 13.0.99.226

Conference ID: 16789504

Resource manager group: 2048

SCCP channel information:

Media transmit channel address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Media transmit channel translated address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Media transmit channel pass-through party ID (PPID): 0

Media transmit channel resource ID: 0

Media receive channel address (IP address/Port): 11.0.102.91:20060

Media receive channel translated address (IP address/Port): 25.0.0.1:1032

Media receive channel pass-through party ID (PPID): 16934451

Media receive channel resource ID: 8185

Multimedia transmit channel address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Multimedia transmit channel translated address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Multimedia transmit channel pass-through party ID (PPID): 0

Multimedia transmit channel resource ID: 0

Multimedia receive channel address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Multimedia receive channel translated address (IP address/Port): 0.0.0.0:0

Multimedia receive channel pass-through party ID (PPID): 0
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Multimedia receive channel resource ID: 0

Total number of calls = 1

意味 出力は、すべての SCCP 検証パラメータのリストを表示します。以下の情報を確認します。

• クライアント ゾーン

• CallManager の IP アドレス： 13.0.99.226

• 会議 ID

• リソース マネージャ グループ

• SCCP チャネル情報

• コールの総数

SCCP カウンタを確認する

目的 すべての SCCP カウンタのリストを表示します。

アクション J-Web インターフェースから [Monitor（監視）] > [ALGs] > [SCCP] > [Counters（カウンタ）]

選択します。あるいは、CLI から show security alg sccp counters コマンドを入力します。

user@host> show security alg sccp ounters

SCCP call statistics:

Active client sessions : 0

Active calls : 0

Total calls : 0

Packets received : 0

PDUs processed : 0

Current call rate : 0

Error counters:

Packets dropped : 0

Decode errors : 0

Protocol errors : 0

Address translation errors : 0

Policy lookup errors : 0

Unknown PDUs : 0

Maximum calls exceeded : 0

Maximum call rate exceeded : 0

Initialization errors : 0

Internal errors : 0

Nonspecific error : 0

No active calls to delete : 0

No active client sessions to delete : 0

Session cookie create errors : 0

Invalid NAT cookie detected : 0

意味 出力は、すべての SCCP 検証パラメータのリストを表示します。以下の情報を確認します。

• SCCP コールの統計

• エラー カウンタ

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 318ページのSCCP ALG 設定の概要
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• 324ページの例:プライベート ゾーンの SCCP ALG コール マネージャまたは TFTP サーバーを

設定する
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第14章

MGCP ALG

• MGCP ALG について 335ページ

• MGCP ALG 設定の概要 340ページ

• MGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウト 341ページ

• MGCP ALG DoS 攻撃保護 345ページ

• MGCP ALG の未知のメッセージ タイプ 347ページ

• 例:MGCP ALG を使用して加入者自宅のメディア ゲートウェイを設定する 349ページ

• 例:MGCP ALG および NAT を使用して 3 ゾーン ISP にホストされたサービスを設定す

る 356ページ

MGCP ALG について

メディア ゲートウェイ制御プロトコル（MGCP）は、メディア ゲートウェイとメディア ゲート

ウェイ コントローラ（MGC）との間のコール設定とコール制御に使用されるテキストベースの

アプリケーション層プロトコルです。

プロトコルはマスター・スレーブ構成のコール制御アーキテクチャに基づいています。MGC（コー

ル エージェント）は、コール制御のインテリジェンスを維持し、メディア ゲートウェイはコー

ル エージェントからの指示を実行します。シグナリング パケットとメディア パケットの両方

が UDP を通して送信されます。Junos OS は、ルート モードおよびネットワーク アドレス変

換（NAT）モードで MGCP をサポートします。

MGCP アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）は以下の手順を実行します。

• ボイス オーバー IP（VoIP）シグナリング ペイロード検査を行います。受信 VoIP シグナリ

ング パケットのペイロードは、関連する RFC と独自の基準に基づいて完全に検査されます。

不正パケット攻撃はすべて、ALG がブロックします。

• MGCP シグナリング ペイロード検査を実行します。受信 MGCP シグナリング パケットのペイ

ロードは、RFC 3435 に準拠して完全に検査されます。不正パケット攻撃はすべて、ALG がブ

ロックします。

• ステートフル処理を提供します。対応する VoIP ベースのステート マシンは、構文解析され

た情報を処理するために呼び出されます。ステート外またはトランザクション外のパケット

は特定され、正しく処理されます。
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• NAT を行います。ペイロードに埋め込まれている IP アドレスとポート情報は、既存のルー

ティング情報とネットワーク トポロジに基づいて正しく変換され、必要に応じて、変換され

た IP アドレスとポート番号に置換されます。

• VoIP トラフィックのピンホールを管理します。VoIP ネットワークをセキュアに維持するた

めに、メディアまたはシグナリングに使う IP アドレスとポート情報は ALG によって特定さ

れ、必要なピンホールがあれば動的に作成され、コールのセットアップ中に閉じられます。

本章のトピックは、以下のセクションを含みます。

• MGCP セキュリティ 336ページ

• MGCP 内のエンティティ 336ページ

• コマンド 338ページ

• 応答コード 339ページ

MGCP セキュリティ

MGCP ALG には、次のセキュリティ機能が搭載されています。

• DoS（サービス拒否）攻撃の防御。ALG は、UDP パケット レベル、トランザクション レベ

ル、およびコール レベルでパケットの状態を監視します。RFC 3435 メッセージ形式、トラ

ンザクション状態、およびコール状態に一致する MGCP パケットが処理されます。その他の

すべてのメッセージはドロップされます。

• ゲートウェイとゲートウェイ コントローラ間のセキュリティ ポリシーの実施（シグナリン

グ ポリシー）。

• ゲートウェイ間のセキュリティ ポリシーの実施（メディア ポリシー）。

• ゲートウェイごとの MGCP メッセージ フラッド制御。ゲートウェイが正しく機能していな

かったり、ハッカーに侵入されている場合でも、VoIP ネットワーク全体が中断されることは

ありません。ダメージは、ゲートウェイごとのフラッド制御と一緒に、影響を受けたゲート

ウェイ内に閉じ込められます。

• ゲートウェイごとの MGCP 接続フラッド制御。

• システム障害が発生した場合、コールが（処理中のコールも含めて）スタンバイ ファイア

ウォールに切り替えられる際のシームレスなスイッチオーバー/フェールオーバー。

MGCP 内のエンティティ

MGCP には 4 つの基本エンティティがあります。

• 端点 337ページ

• 接続 337ページ

• コール 337ページ

• コール エージェント 337ページ
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端点

メディア ゲートウェイは端点の集まりです。端点は、アナログ ライン、トランク、または他

のアクセス ポイントでもかまいません。端点は以下の要素を含んでいます。

local-endpoint-name@domain-name

有効な端点 ID には次のようなものが挙げられます。

group1/Trk8@mynetwork.net

group2/Trk1/*@[192.168.10.8] (ワイルドカードを使用)

$@voiptel.net (メディア ゲートウェイ内の任意の端点)

*@voiptel.net (メディア ゲートウェイ内のすべての端点)

接続

接続は、コール設定中に MG によって各端点で作成されます。通常の VoIP コールには 2 つの

接続があります。複雑なコール（サードパーティ コールや会議コールなど）には多くの接続が

必要になる場合があります。MGC は、メディア ゲートウェイに接続を作成、変更、削除、監査

するように指示できます。

接続は、接続 ID によって特定されます。この ID は、接続の作成要求時に MG によって作成

されます。接続 ID は 16 進数の文字列で表示し、32 文字以内で表記します。

コール

コールは、新しいコールの確立時に MGC によって作成されるコール ID によって特定されま

す。コール ID は 16 進数の文字列で表示し、32 文字以内で表記します。コール ID は MGC

内では一意的です。2 つ以上の接続が同じコールに属する場合は、同じコール ID を持つこと

ができます。

コール エージェント

VoIP ネットワークの信頼性を高めるために、1 つ以上のコール エージェント（メディア ゲー

トウェイ コントローラとも呼ぶ）が MGCP でサポートされています。例として、2 つのコール

エージェント名を以下に示します。

CallAgent@voipCA.mynetwork.com

voipCA.mynetwork.com

一部のネットワーク アドレスは、DNS（ドメイン名システム）において 1 つのドメイン名の下

で関連付けが可能です。DNS クエリ/応答データの TTL（生存時間）を追跡し、他の代替ネット

ワーク アドレスを使って再伝送を実行すると、MGCP でスイッチオーバーとフェールオーバー

を達成できます。

通知済みエンティティの概念は、MGCP では不可欠です。端点の通知済みエンティティは、現在

その端点を制御しているコール エージェントです。端点は、すべての MGCP コマンドを通知済

みエンティティに送信します。ただし、異なるコール エージェントが MGCP コマンドをこの端

点に送信する場合があります。

通知済みエンティティは起動時に用意された値に設定されますが、MGCP メッセージに含まれた

NotifiedEntity パラメータを使って、コール エージェントが変更することができます。端点の

通知済みエンティティが空である、または明確に設定されていない場合、デフォルトでは、そ

の値はその端点用に最後に正常に受信した非監査 MGCP コマンドのソース アドレスになりま

す。
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コマンド

MGCP プロトコルは、端点と接続を制御するために 9 個のコマンドを定義しています。すべて

のコマンドは、コマンド ヘッダーから構成されており、ヘッダーの後に SDP（セッション記述

プロトコル）情報が入っているものもあります。コマンド ヘッダーには次の要素が含まれてい

ます。

• コマンドライン：コマンドの動詞 + トランザクション ID + 端点 ID + MGCP バージョン

• パラメータ名とその後にパラメータ値が続くゼロ行以上のパラメータ行

338ページの表36は、サポートされている MGCP コマンドを示しています。各コマンドの説明、

コマンド構文、および例が含まれます。コマンド構文の完全な詳細については、RFC 2234 を参

照してください。

表36: MGCP コマンド

例コマンド構文説明コマンド

EPCF 2012 wxx/T2@mynet.com MGCP

1.0B:e:mu

ReturnCode [PackageList]

EndpointConfiguration

(EndpointId,[BearerInformation])

EndpointConfiguration — コー

ル エージェントが、端点のライ

ン側で期待されるコーディング

の特徴（a-law、mu-law）をゲー

トウェイに通知する場合に使用

します。

EPCF

CRCX 1205 aaln/1@gw-25.att.net MGCP

1.0C:A3C47F21456789F0L:p:10,

a:PCMUM:sendrecvX:0123456789ADR:L/hdS:L/rgv=0o=-

25678 753849 IN IP4 128.96.41.1s=-c=IN

IP4 128.96.41.1t=0 0m=audio 3456

RTP/AVP 0

ReturnCode, [ConnectionId,]

[SpecificEndPointId,]

[LocalConnectionDescriptor,]

[SecondEndPointId,] [SecondConnectionId,]

[PackageList] CreateConnection (CallId,

EndpointId, [NotifiedEntity,]

[LocalConnectionOption,] Mode,

[{RemoteConnectionDescriptor |

SecondEndpoindId},] [encapsulated RQNT,]

[encapsulated EPCF])

CreateConnection — コール

エージェントが、端点を内部に

入れてゲートウェアとの接続を

作成するようにゲートウェイに

指示する場合に使用します。

CRCX

MDCX 1210 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0C:A3C47F21456789F0I:FDE234C8M:recvonlyX:0123456789AER:L/huS:G/rtv=0o=-

4723891 7428910 IN IP4

128.96.63.25s=-c=IN IP4

128.96.63.25t=0 0m=audio 3456 RTP/AVP

0

ReturnCode, [LocalConnectionDescriptor,]

[PackageList] ModifyConnection (CallId,

EndpointId, ConnectionId, [NotifiedEntity,]

[LocalConnectionOption,] [Mode,]

[RemoteConnectionDescriptor,] [encapsulated

RQNT,] [encapsulated EPCF])

ModifyConnection — コール

エージェントが、既存の接続用

のパラメータを変更するように

ゲートウェイに指示する場合に

使用します。

MDCX

例 1：MGC -> MG

DLCX 9210 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0C:A3C47F21456789F0I:FDE234C8

例 2：MG -> MGC

DLCX 9310 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0C:A3C47F21456789F0I:FDE234C8E:900

- Hardware errorP:PS=1245, OS=62345,

PR=780, OR=45123, PL=10, JI=27, LA=48

ReturnCode, ConnectionParameters,

[PackageList] DeleteConnection (CallId,

EndpointId, ConnectionId, [NotifiedEntity,]

[encapsulated RQNT,] [encapsulated EPCF])

DeleteConnection — コール

エージェントが、既存の接続を

削除するようにゲートウェイに

指示する場合に使用します。

ゲートウェアが持続できない接

続を解除する場合にも使用でき

ます。

DLCX
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表36: MGCP コマンド （続き）

例コマンド構文説明コマンド

RQNT 1205 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0N:ca-new@callagent-ca.att.netX:0123456789AAR:L/hd(A,

E(S(L/dl),R(L/oc,L/hu,D/[0-9#*T](D))))D:(0T|00T|xx|91xxxxxxxxxx|9011x.T)S:T:G/ft

ReturnCode, [PackageList]

NotificationRequest[(EndpointId,

[NotifiedEntity,] [RequestedEvents,]

RequestIdentifier, [DigitMap,]

[SignalRequests,] [QuarantineHandling,]

[DetectEvents,] [encapsulated EPCF])

NotificationRequest コマンド

— コール エージェントが特定の

端点の指定イベントまたはシグ

ナルを監視するよう MG に指示

する場合に使用します。

RQNT

NTFY 2002 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0N:ca@ca1.att.net:5678X:0123456789ACO:L/hd,D/9,D/1,D/2,D/0,D/1,D/8,D/2,D/9,D/4,

D/2,D/6,D/6

ReturnCode, [PackageList] Notify (EndpointID,

[NotifiedEntity,] RequestIdentifier,

ObservedEvents)

Notify — ゲートウェイが、要求

イベントまたはシグナルの発生

時間をコール エージェントに通

知する場合に使用します。

NTFY

例 1：

AUEP 1201 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0F:A, R,D,S,X,N,I,T,O

例 2：

AUEP 1200 *@rgw-25.att.net MGCP 1.0

ReturnCode, EndPointIdList, | {

[RequestedEvents,] [QuarantineHandling,]

[DigitMap,] [SignalRequests,]

[RequestedIdentifier,] [NotifiedEntity,]

[ConnectionIdentifier,] [DetectEvents,]

[ObservedEvents,] [EventStats,]

[BearerInformation,] [BearerMethod,]

[RestartDelay,] [ReasonCode,]

[MaxMGCPDatagram,] [Capabilities]}

[PackageList] AuditEndpoint (EndpointId,

[RequestedInfo])

AuditEndpoint — コール エー

ジェントが、端点のステータス

を監視する場合に使用します。

AUEP

AUCX 3003 aaln/1@rgw-25.att.net MGCP

1.0I:32F345E2F:C,N,L,M,LC,P

ReturnCode, [CallId,] [NotifiedEntity,]

[LocalConnectionOptions,] [Mode,]

[RemoteConnectionDescriptor,]

[LocalConnectionDescriptor,]

[ConnectionParameters,] [PackageList]

AuditConnection (EndpointId, ConnectionId,

RequestedInfo)

AuditConnection — コール エー

ジェントが、接続に使用するパ

ラメータを収集する場合に使い

ます。

AUCX

RSIP 5200 aaln/1@rg2-25.att.net MGCP

1.0RM:gracefulRD: 300

ReturnCode, [NotifiedEntity,] [PackageList]

RestartInProgress (EndpointId, RestartMethod,

[RestartDelay,] [ReasonCode])

RestareInProgress — ゲート

ウェイが、1 つ以上の端点が使

用されていないこと、または再

使用されていることをコール

エージェントに通知する場合に

使用します。

RSIP

応答コード

コール エージェントまたはゲートウェイによって送信される各コマンドには、正常に送信され

るされないに関係なく、応答コードが必要です。応答コードは応答メッセージのヘッダーにあ

り、ヘッダーの後にセッション記述情報を加えることもできます。

応答ヘッダーは応答ラインから構成されており、その後にはゼロ行以上のパラメータ行が続き

ます。各行にはパラメータ名の文字が含まれており、その後には値が続きます。応答ヘッダー

は 3 桁の応答コード、トランザクション ID、およびオプションとしてその後に続くコメント

から構成されています。次の応答メッセージの応答ヘッダーは、応答コード 200 (正常に完了)、

その後に ID 1204、およびコメント OK を示したものです。

200 1204 OK
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I:FDE234C8

v=0

o=- 25678 753849 IN IP4 128.96.41.1

s=-

c=IN IP4 128.96.41.1

t=0 0

m=audio 3456 RTP/AVP 96

a=rtpmap:96 G726-32/8000

応答コードの範囲は次のように定義されます。

• 000 — 099 応答が確認されたことを示します。

• 100 — 199 — 一時的な応答を示します。

• 200 — 299 正常に完了したことを示します（最終応答）。

• 400 — 499 一時エラーを示します（最終応答）。

• 500 — 599 永続的なエラーを示します（最終応答）。

応答コードの詳細については、RFC 3661 を参照してください。

コマンドへの応答は、現在通知されたエンティティではなく、コマンドのソース アドレスに送

信されます。メディア ゲートウェイは、さまざまなネットワーク アドレスから同時に MGCP

コマンドを受信し、対応するネットワーク アドレスに応答を送信することができます。ただ

し、MGCP コマンドはすべて、現在の通知されたエンティティに送信されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 203ページのALG の概要

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

• 349ページの例:MGCP ALG を使用して加入者自宅のメディア ゲートウェイを設定する

• 356ページの例:MGCP ALG および NAT を使用して 3 ゾーン ISP にホストされたサービスを設

定する

MGCP ALG 設定の概要

メディア ゲートウェイ制御プロトコル（MGCP ALG）は、デフォルトではデバイスで有効です。

有効にするためのアクションは不要です。ただし、次の手順を使用して MGCP ALG 動作を微調

整できます。

1. コールが適切に終了しないとき帯域幅を解放します。342ページの「例：MGCP ALG コールの

継続時間を設定する」を参照してください。

2. メディア トラフィックなしでコールがアクティブな状態を持続できる時間を制御します。

343ページの「例：MGCP ALG 無活動メディア タイムアウトを設定する」を参照してくださ

い。

3. シグナリング トラフィックを追跡し、タイムアウトしたらクリアします。344ページの「例：

MGCP ALG トランザクション タイムアウトを設定する」を参照してください。
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4. サービス拒否（DoS）フラッド攻撃からメディア ゲートウェイを保護します。346ページの

「例：MGCP ALG DoS 攻撃保護を設定する」を参照してください。

5. セッションがネットワーク アドレス変換（NAT）モードおよびルート モードのときに未知

のメッセージが通過できるようにします。348ページの「例：未知の MGCP ALG メッセージ

タイプを許可する」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 335ページのMGCP ALG について

• 349ページの例:MGCP ALG を使用して加入者自宅のメディア ゲートウェイを設定する

• 356ページの例:MGCP ALG および NAT を使用して 3 ゾーン ISP にホストされたサービスを設

定する

MGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウト

• MGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて 341ページ

• 例:MGCP ALG コール継続時間を設定する 342ページ

• 例:MGCP ALG 無活動メディア タイムアウトを設定する 343ページ

• 例:MGCP ALG トランザクション タイムアウトを設定する 344ページ

MGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

コール継続時間機能は、メディア ゲートウェイ制御プロトコル（MGCP）のコール活動を制御

し、ネットワーク リソースの管理に役立ちます。

通常、接続を削除するために接続削除（DLCX）メッセージが送信されます。MCGP アプリケー

ション層ゲートウェイ（ALG）はそれを傍受し、その接続のためのメディア セッションをすべ

て削除します。

コールは 1 つ以上の音声チャネルを持ちます。各音声チャネルには 2 つのセッション（また

は 2 つのメディア ストリーム）があります。1 つはリアルタイム トランスポート プロトコ

ル（RTP）のトラフィック用で、1 つはリアルタイム制御プロトコル（RTCP）のシグナリング用

です。デバイスは、セッションを管理する際、各音声チャネルにあるセッションを 1 つのグ

ループとみなします。タイムアウトおよびコール継続時間設定は、各セッションではなくグルー

プに適用されます。

以下のパラメータが MGCP コール活動を管理します。

• maximum-call-duration— このパラメータはコールの絶対最大長を設定します。コールがこの

パラメータ設定を超過すると、MGCP ALG はコールをテアダウンしメディア セッションを解

放します。デフォルト設定は 43,200 秒であり、範囲は 180～432,000 秒です。また、この

設定は、コールが適切に終了しない場合に帯域幅を解放します。

• inactive-media-timeout— このパラメータは、グループ内のメディア（RTP または RTCP）ト

ラフィックなしにコールがアクティブな状態を持続できる最大時間（秒単位）を示します。

このタイムアウトは、コールの内部で RTP パケットまたは RTCP パケットが発生するたびに

リセットされます。無活動の期間がこの設定を超過すると、メディアのために開いた MGCP

ALG ゲートが閉じられます。デフォルト設定は 120 秒であり、範囲は 10～2,550 秒です。
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タイムアウト時には、メディアのためのリソース（セッションとピンホール）は削除されま

すが、コールは終了されないことに注意してください。

• transaction-timeout— トランザクションはシグナリング メッセージです。ゲートウェイから

コール エージェントへの NTFY、またはコール エージェントからゲートウェイへの 200 OK

などがあります。Juniper Networks デバイスは、これらのトランザクションを追跡し、タイ

ムアウトするとそれらをクリアします。MGCP トランザクションのタイムアウト範囲は 3～50

秒です。また、デフォルトは 30 秒です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 335ページのMGCP ALG について

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

• 342ページの例:MGCP ALG コール継続時間を設定する

• 343ページの例:MGCP ALG 無活動メディア タイムアウトを設定する

• 344ページの例:MGCP ALG トランザクション タイムアウトを設定する

例:MGCP ALG コール継続時間を設定する

この例では、MGCP ALG に対してコール継続時間を設定する方法を説明します。

• 要件 342ページ

• 概要 342ページ

• 設定 342ページ

• 検証 343ページ

要件

始める前に、MGCP コール活動を制御し、そのネットワーク リソースを管理するために使用す

るパラメータのタイプを決定します。341ページの「MGCP ALG コール継続時間およびタイムアウ

トについて」を参照してください。

概要

maximum-call-duration パラメータは、MGCP コール活動を管理し、コールの絶対最大長を設定

します。コールがこのパラメータ設定を超過すると、MGCP ALG はコールをテアダウンしメディ

ア セッションを解放します。デフォルト設定は 432,000 秒であり、範囲は 180～432,000 秒

です。また、この設定は、コールが適切に終了しない場合に帯域幅を解放します。この例では

コール継続時間を 180,000 秒に設定します。

設定

J-Web 簡単構成 MGCP ALG にコール継続時間を設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Maximum call duration（最大コール継続時間）] ボックスに 3000 を入力します。
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4. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

5. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 MGCP ALG にコール継続時間を設定するには：

1. MGCP ALG コール継続時間を設定します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp maximum-call-duration 3000

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 341ページのMGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

例:MGCP ALG 無活動メディア タイムアウトを設定する

この例では、MGCP ALG に無活動メディア タイムアウト値を設定する方法を説明します。

• 要件 343ページ

• 概要 343ページ

• 設定 344ページ

• 検証 344ページ

要件

始める前に、MGCP コール活動を制御し、そのネットワーク リソースを管理するために使用す

るパラメータのタイプを決定します。341ページの「MGCP ALG コール継続時間およびタイムアウ

トについて」を参照してください。

概要

inactive-media-timeout パラメータは、MGCP コール活動を管理し、グループ内のメディア（RTP

または RTCP）トラフィックなしにコールがアクティブな状態を持続できる最大時間（秒単位）

を示します。このタイムアウトは、コールの内部で RTP パケットまたは RTCP パケットが発生

するたびにリセットされます。無活動の期間がこの設定を超過すると、メディアのために開い

た MGCP ALG ゲートが閉じられます。デフォルト設定は 120 秒であり、範囲は 10～2,550 秒

です。タイムアウト時には、メディアのためのリソース（セッションとピンホール）は削除さ

れますが、コールは終了されないことに注意してください。この例では無活動メディア タイム

アウトを 90 秒に設定します。
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設定

J-Web 簡単構成 MGCP ALG に無活動メディア タイムアウトを設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Inactive Media Timeout（無活動メディア タイムアウト）] ボックスに 90 を入力しま

す。

4. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

5. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 MGCP ALG に無活動メディア タイムアウトを設定するには：

1. MGCP ALG 無活動メディア タイムアウト値を設定します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp inactive-media-timeout 90

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 341ページのMGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

例:MGCP ALG トランザクション タイムアウトを設定する

この例では、MGCP ALG に対してトランザクション タイムアウトを設定する方法を説明します。

• 要件 344ページ

• 概要 345ページ

• 設定 345ページ

• 検証 345ページ

要件

始める前に、MGCP コール活動を制御し、そのネットワーク リソースを管理するために使用す

るパラメータのタイプを決定します。341ページの「MGCP ALG コール継続時間およびタイムアウ

トについて」を参照してください。
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概要

transaction-timeout パラメータは、MGCP コール活動を管理するシグナリング メッセージで

す。ゲートウェイからコール エージェントへの NTFY、またはコール エージェントからゲート

ウェイへの 200 OK などがあります。Juniper Networks デバイスは、これらのトランザクショ

ンを追跡し、タイムアウトするとそれらをクリアします。MGCP トランザクションのタイムアウ

ト範囲は 3～50 秒です。また、デフォルトは 30 秒です。この例ではトランザクション タイ

ムアウトを 20 秒に設定します。

設定

J-Web 簡単構成 MGCP ALG にトランザクション タイムアウトを設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Transaction Timeout（トランザクション タイムアウト）] ボックスに 20 を入力します。

4. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

5. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 MGCP ALG にトランザクション タイムアウトを設定するには：

1. MGCP ALG トランザクション タイムアウト値を設定します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp transaction-timeout 20

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 341ページのMGCP ALG コールの継続時間およびタイムアウトについて

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

MGCP ALG DoS 攻撃保護

• MGCP ALG DoS 攻撃保護について 346ページ

• 例:MGCP ALG DoS 攻撃保護を設定する 346ページ
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MGCP ALG DoS 攻撃保護について

処理を試みる 1 秒当たりのリモート アクセス サービス（RAS）メッセージおよび接続の数を

制限することによって、サービス拒否（DoS）フラッド攻撃からメディア ゲートウェイ制御プ

ロトコル（MGCP）メディア ゲートウェイを保護できます。

MGCP メッセージ フラッド防止を設定すると、MGCP アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）

は、設定したしきい値を超えるメッセージを破棄します。範囲はメディア ゲートウェイ当たり

毎秒 2～50,000 メッセージです。また、デフォルトはメディア ゲートウェイ当たり毎秒 1,000

メッセージです。

MGCP 接続フラッド防止を設定すると、MGCP ALG は、設定したしきい値を超える接続要求を破

棄します。これは、CreateConnection (CRCX) コマンドの処理速度を制限し、したがって間接的

にピンホールの作成を制限します。範囲はメディア ゲートウェイ当たり毎秒 2～10,000 件の

接続要求です。デフォルトは 200 件です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 335ページのMGCP ALG について

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

• 346ページの例:MGCP ALG DoS 攻撃保護を設定する

例:MGCP ALG DoS 攻撃保護を設定する

この例では、MGCP ALG のための接続フラッド防止を設定する方法を説明します。

• 要件 346ページ

• 概要 346ページ

• 設定 346ページ

• 検証 347ページ

要件

始める前に、DoS フラッド攻撃から MGCP メディア ゲートウェイを保護するかどうかを決定し

ます。346ページの「MGCP ALG DoS 攻撃保護について」を参照してください。

概要

この例では、毎秒 10,000 件を超えるメッセージ要求を破棄し、また、毎秒 4,000 件を超える

接続要求を破棄するように MGCP ALG を設定します。

設定

J-Web 簡単構成 MGCP ALG に接続フラッド防止を設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Message flood gatekeeper threshold（メッセージ フラッド ゲートキーパーしきい値）]

ボックスで 10000 を入力します。
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4. [Connection flood threshold（接続フラッドしきい値）] ボックスで 4000 を入力します。

5. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

6. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 MGCP ALG に接続フラッド防止を設定するには：

1. 接続フラッドしきい値を設定します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp application-screen message-flood threshold 10000

user@host# set security alg mgcp application-screen connection-flood threshold 4000

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 346ページのMGCP ALG DoS 攻撃保護について

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

MGCP ALG の未知のメッセージ タイプ

• MGCP ALG の未知のメッセージ タイプについて 347ページ

• 例:未知の MGCP ALG メッセージ タイプを許可する 348ページ

MGCP ALG の未知のメッセージ タイプについて

メディア ゲートキーパー制御プロトコル（MGCP）の進行中の開発に対応するために、新しい

MGCP メッセージ タイプを含むトラフィックを許可したい場合があります。未知の MGCP メッ

セージ タイプ機能によって、未知のメッセージ タイプを含む MGCP トラフィックを受け入れ

るよう Juniper Networks デバイスを設定できます。これはネットワーク アドレス変換（NAT）

モードとルート モードの両方で可能です。

この機能を使って、未確認の MGCP メッセージを Juniper Networks デバイスがどのように処

理するかを指定できます。デフォルトでは未知の（サポートされない）メッセージは破棄され

ます。未知のメッセージはセキュリティを損なう可能性があります。ただし、安全なテスト環

境または本稼働環境では、異なるベンダー装置との相互運用性の問題を解決するのに、このコ

マンドは役立つ場合があります。未知の MGCP メッセージを許可すると、ボイス オーバー IP

（VoIP）トラフィックを分析して、一部のメッセージが破棄される理由を判断できるので、ネッ

トワークの稼働に役立つ場合があります。
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このコマンドは、サポートされる VoIP パケットであると識別された受信パケットにのみ適用

されることに注意してください。識別できない場合は、パケットは必ず破棄されます。パケッ

トがサポート対象のプロトコルであると識別され、未知のメッセージ タイプを許可するようデ

バイスが設定されている場合、メッセージは処理されずに転送されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 335ページのMGCP ALG について

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

• 348ページの例:未知の MGCP ALG メッセージ タイプを許可する

例:未知の MGCP ALG メッセージ タイプを許可する

この例では、NAT モードとルート モードの両方で、未知の MGCP メッセージ タイプを許可す

るよう MGCP ALG を設定する方法を説明します。

• 要件 348ページ

• 概要 348ページ

• 設定 348ページ

• 検証 349ページ

要件

始める前に、デバイスに対する新しい未知の MGCP メッセージ タイプに対応するかどうかを決

定します。347ページの「MGCP ALG の未知のメッセージ タイプについて」を参照してください。

概要

この機能を使って、未確認の MGCP メッセージを Juniper Networks デバイスがどのように処

理するかを指定できます。未知のメッセージはセキュリティを損なう可能性があるので、デフォ

ルトでは未知の（サポートしない）メッセージを破棄します。ただし、安全なテスト環境また

は本稼働環境では、異なるベンダー装置との相互運用性の問題を解決するのに、このコマンド

は役立つ場合があります。

設定

J-Web 簡単構成 未知のメッセージ タイプを許可するよう MGCP ALG を設定するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [MGCP] タブを選択します。

3. [Enable Permit NAT applied（Permit NAT applied の有効化）] チェックボックスを選択

します。

4. [Enable Permit routed（Permit routed の有効化）] チェックボックスを選択します。

5. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。

6. デバイスの設定を終えた場合は、[Commit Options（オプションのコミット）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。
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ステップごとの手順 未知のメッセージ タイプを許可するよう MGCP ALG を設定するには：

1. セッションが NAT モードまたはルート モードである場合、未知のメッセージ タイプの

通過を許可します。

[edit]

user@host# set security alg mgcp application-screen unknown-message permit-nat-applied

permit-routed

2. デバイスの設定を終えた場合は、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、show security alg mgcp コマンドを入力しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 347ページのMGCP ALG の未知のメッセージ タイプについて

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

例:MGCP ALG を使用して加入者自宅のメディア ゲートウェイを設定する

この例では、MGCP ALG を使用して加入者自宅のメディア ゲートウェイを設定する方法を説明

します。

• 要件 349ページ

• 概要 349ページ

• 設定 350ページ

• 検証 353ページ

要件

始める前に

• ゾーンを設定します。114ページの「例：セキュリティ ゾーンを作成する」を参照してくださ

い。

• アドレスとインターフェースを設定します。139ページの「例:アドレス帳を設定する」を参照

してください。

• セキュリティ ポリシーを設定します。150ページの「セキュリティ ポリシー設定の概要」を

参照してください。

概要

ケーブル サービス プロバイダーが住宅加入者に MGCP サービスを提供するとき、プロバイダー

の敷地内に Juniper Networks のデバイスおよびコール エージェントを置き、各加入者の自宅
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にセットトップ ボックスを設置します。セットトップ ボックスが住宅のゲートウェイとして

機能します。

顧客に external_subscriber、サービス プロバイダーに internal_ca という名前のゾーンを

作成した後、アドレス、そしてインターフェースを設定し、最後に端点間のシグナリングを許

可するポリシーを設定します。ゲートウェイが異なるゾーンに存在するためにメディア トラ

フィックのポリシーが必要になることはよくありますが、この例では両方のゲートウェイが同

じサブネットにあることに注意してください。また、ゲートウェイ間の RTP トラフィックはデ

バイスを通過しないので、メディアにはポリシーが必要ないことにも注意してください。350ペー

ジの図29 を参照してください。

図 29: 加入者自宅のメディア ゲートウェイ

設定

CLI 簡単構成 MGCP ALG を使用して加入者自宅のメディア ゲートウェイを素早く設定するには、以下のコマ

ンドをコピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security zones security-zone external-subscriber host-inbound-traffic system-services

all

set security zones security-zone external-subscriber host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone internal-ca host-inbound-traffic system-services all
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set security zones security-zone internal-ca host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone internal-ca address-book address ca-agent-1 10.1.1.101/32

set security zones security-zone external-subscriber address-book address subscriber-subnet

2.2.2.1/24

set security zones security-zone external-subscriber interfaces ge-0/0/0

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet

set security zones security-zone internal-ca interfaces ge-0/0/1

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.1/24

set security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers match source-address ca-agent-1

set security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers match destination-address subscriber-subnet

set security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers match application junos-mgcp

set security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers then permit

set security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca match source-address subscriber-subnet

set security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca match destination-address ca-agent-1

set security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca match application junos-mgcp

set security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca then permit

set security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca match

source-address any

set security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca match

destination-address any

set security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca match

application any

set security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca then

permit

set security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber policy

intra-subscriber match source-address any

set security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber policy

intra-subscriber match destination-address any

set security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber policy

intra-subscriber match application any

set security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber policy

intra-subscriber then permit

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、「設定モードで CLI エディタを使用する」を参照してください。

MGCP ALG を使用して加入者自宅のメディア ゲートウェイを設定するには：

1. 顧客のためのセキュリティ ゾーンおよびサービス プロバイダーのためのセキュリティ

ゾーンを作成します。

[edit security zones security-zone external-subscriber]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

user@host# set host-inbound-traffic protocols all

[edit security zones security-zone internal-ca]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all
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user@host# set host-inbound-traffic protocols all

2. ゾーンのアドレスを設定します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone internal-ca address-book address

ca-agent-1 10.1.1.101/32

user@host# set security zones security-zone external-subscriber address-book address

subscriber-subnet 2.2.2.1/24

3. ゾーンのインターフェースを設定します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone external-subscriber interfaces ge-0/0/0

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet

user@host# set security zones security-zone internal-ca interfaces ge-0/0/1

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.1/24

4. 内部ゾーンから外部ゾーンへのトラフィックのポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone internal-ca to-zone external-subscriber policy

ca-to-subscribers]

user@host# edit match source-address ca-agent-1

user@host# set match destination-address subscriber-subnet

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

5. 外部ゾーンから内部ゾーンへのトラフィックのポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone external-subscriber to-zone internal-ca policy

subscriber-to-ca]

user@host# edit match source-address subscriber-subnet

user@host# set match destination-address ca-agent-1

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

6. 2 つの内部ゾーン間のトラフィックのポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone internal-ca to-zone internal-ca policy intra-ca]

user@host# edit match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application any

user@host# set then permit

7. 2 つの外部ゾーン間のトラフィックのポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber

policy intra-subscriber]

user@host# edit match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application any

user@host# set then permit

結果 設定モードから、show security policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図

した設定を表示しない場合は、この例の設定手順を繰り返して調整します。

from-zone internal-ca to-zone external-subscriber {

policy ca-to-subscribers {

match {

source-address ca-agent-1;
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destination-address subscriber-subnet;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone external-subscriber to-zone internal-ca {

policy subscriber-to-ca {

match {

source-address subscriber-subnet;

destination-address ca-agent-1;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone internal-ca to-zone internal-ca {

policy intra-ca {

match {

ssource-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone external-subscriber to-zone external-subscriber {

policy intra-subscriber {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• MGCP ALG の確認 354ページ

• MGCP ALG コールの確認 354ページ
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• MGCP ALG 端点を確認する 354ページ

• MGCP ALG カウンタを確認する 355ページ

MGCP ALG の確認

目的 MGCP ALG 検証オプションを確認します。

アクション 動作モードから show security alg mgcp ? コマンドを入力します。

user@host> show security alg mgcp ?

Possible completions:

calls Show MGCP calls

counters Show MGCP counters

endpoints Show MGCP endpoints

意味 出力は、すべての MGCP 検証パラメータのリストを表示します。以下の情報を確認します。

• すべての MGCP コール

• すべての MGCP コールのカウンタ

• すべての MGCP 端点に関する情報

MGCP ALG コールの確認

目的 アクティブな MGCP コールに関する情報を確認します。

アクション 動作モードから show security alg mgcp calls コマンドを入力します。

user@host> show security alg mgcp calls

Endpoint@GW Zone Call ID RM Group

d001@101.50.10.1 Trust 10d55b81140e0f76 512

Connection Id> 0

Local SDP> o: 101.50.10.1 x_o: 101.50.10.1

c: 101.50.10.1/32206 x_c: 101.50.10.1/32206

Remote SDP> c: 3.3.3.5/16928 x_c: 3.3.3.5/16928

Endpoint@GW Zone Call ID RM Group

d001@3.3.3.5 Untrust 3a104e9b41a7c4c9 511

Connection Id> 0

Local SDP> o: 3.3.3.5 x_o: 3.3.3.5

c: 3.3.3.5/16928 x_c: 3.3.3.5/16928

Remote SDP> c: 101.50.10.1/32206 x_c: 101.50.10.1/32206

意味 出力は、すべての MGCP コールに関する情報を表示します。以下の情報を確認します。

• 端点

• ゾーン

• コール ID

• リソース マネージャ グループ

MGCP ALG 端点を確認する

目的 MGCP 端点に関する情報を確認します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.354

Junos OS セキュリティ設定ガイド



アクション 動作モードから show security alg mgcp endpoints コマンドを入力します。

user@host> show security alg mgcp endpoints

Gateway: 101.50.10.1 Zone: Trust IP: 101.50.10.1 -> 101.50.10.1

Endpoint Trans # Call # Notified Entity

d001 1 1 0.0.0.0/0->0.0.0.0/0

Gateway: 3.3.3.5 Zone: Untrust IP: 3.3.3.5 -> 3.3.3.5

Endpoint Trans # Call # Notified Entity

d001 1 1 0.0.0.0/0->0.0.0.0/0

意味 出力は、すべての MGCP 端点に関する情報を表示します。以下の情報を確認します。

• 両方の端点のゲートウェイ IP アドレスおよびゾーン

• 各ゲートウェイの端点 ID、トランザクション番号、コール番号、および通知されたエンティ

ティ

MGCP ALG カウンタを確認する

目的 MGCP カウンタに関する情報を確認します。

アクション 動作モードから show security alg mgcp counters コマンドを入力します。

user@host> show security alg mgcp counters

MGCP counters summary:

Packets received :284

Packets dropped :0

Message received :284

Number of connections :4

Number of active connections :3

Number of calls :4

Number of active calls :3

Number of transactions :121

Number of active transactions:52

Number of re-transmission :68

MGCP Error Counters:

Unknown-method :0

Decoding error :0

Transaction error :0

Call error :0

Connection error :0

Connection flood drop :0

Message flood drop :0

IP resolve error :0

NAT error :0

Resource manager error :0

MGCP Packet Counters:

CRCX :4 MDCX :9 DLCX :2

AUEP :1 AUCX :0 NTFY :43

RSIP :79 EPCF :0 RQNT :51

000-199 :0 200-299 :95 300-999 :0

意味 出力は、すべての MGCP カウンタに関する情報を表示します。以下の情報を確認します。

• MGCP カウンタの要約

• MGCP エラー カウンタ

• MGCP パケット カウンタ

355Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第14章: MGCP ALG



関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 335ページのMGCP ALG について

• 340ページのMGCP ALG 設定の概要

例:MGCP ALG および NAT を使用して 3 ゾーン ISP にホストされたサービスを設定する

この例では、MGCP ALG および NAT を使用して 3 ゾーン設定を設定する方法を説明します。

• 要件 356ページ

• 概要 356ページ

• 設定 357ページ

• 検証 364ページ

要件

始める前に、MGCP ALG を使った NAT サポートについて理解してください。335ページの「MGCP

ALG を使った NAT サポートについて理解してください」 を参照してください。

概要

通常、3 ゾーン設定を使用するのは、ある場所にある ISP が、異なる場所にある 2 つのネッ

トワークにサービスを提供するときです。

この例（357ページの図30を参照）では、アメリカ西海岸にある ISP が、アジアとサンフランシ

スコにある個別のネットワークの顧客に MGCP サービスを提供します。アジアの顧客は asia-3

ゾーンにおり、asia-gw ゲートウェイによってサポートされています。サンフランシスコの顧

客は sf-2 ゾーンにおり、sf-gw ゲートウェイによってサポートされています。コール エー

ジェント west-ca は DMZ にあります。ゲートウェイおよびコール エージェントを 356ページ

の表37 に示します。対応する IP アドレス、インターフェース、およびゾーンも示していま

す。

表37: 3 ゾーン ISP ホスト サービス

ゾーンインターフェースIP アドレスゲートウェイ

sf-2ge-0/0/0192.168.3.201sf-gw

asia-3ge-0/0/13.3.3.101asia-gw

DMZge-0/0/210.1.1.101west-ca

この例では、ゲートウェイとコール エージェントのためにゾーンを作成しアドレスを設定した

後、そのゾーンとアドレスをインターフェースに関連付けます。次に、コール エージェントに

静的 NAT を設定し、sf-2 ゾーンの IP 電話から asia-3 ゾーンの電話への通信のためにソー

ス NAT を設定します。また、通信を許可するためのゾーン間のポリシーも設定します。
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図 30: 3 ゾーン ISP ホスト サービス

設定

CLI 簡単構成 MGCP ALG および NAT を使用して 3 ゾーン設定を素早く設定するには、以下のコマンドをコ

ピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 192.168.3.10/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 3.3.3.10/24

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.1.1.2/24

set security zones security-zone sf-2 address-book address sf-gw 192.168.3.201/32

set security zones security-zone sf-2 interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone asia-3 address-book address asia-gw 3.3.3.101/32

set security zones security-zone asia-3 interfaces ge-0/0/1.0

set security zones security-zone dmz address-book address west-ca 10.1.1.101/32

set security zones security-zone dmz interfaces ge-0/0/2.0

set security nat source pool ip-phone-pool address 3.3.3.20/32

set security nat source rule-set phones from zone sf-2

set security nat source rule-set phones to zone asia-3

set security nat source rule-set phones rule phone1 match source-address 192.168.3.10/32

set security nat source rule-set phones rule phone1 match destination 3.3.3.101/32

set security nat source rule-set phones rule phone1 then source-nat pool ip-phone-pool

set security nat static rule-set to-callagent from zone asia-3

set security nat static rule-set to-callagent rule phone1 match destination-address

3.3.3.101/32

set security nat static rule-set to-callagent rule phone1 then static-nat prefix

10.1.1.101/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 3.3.3.101/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 3.3.3.20/32

set security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3 match

source-address west-ca

set security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3 match

destination-address asia-gw

set security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3 match

application junos-mgcp
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set security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3 then permit

set security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz match

source-address asia-gw

set security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz match

destination-address west-ca

set security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz match

application junos-mgcp

set security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz then permit

set security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz match source-address

sf-gw

set security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz match

destination-address west-ca

set security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz match application

junos-mgcp

set security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz then permit

set security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2 match source-address

west-ca

set security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2 match

destination-address sf-gw

set security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2 match application

junos-mgcp

set security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2 then permit

set security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3 match

source-address sf-gw

set security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3 match

destination-address asia-gw

set security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3 match

application junos-mgcp

set security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3 then permit

set security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2 match

source-address asia-gw

set security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2 match

destination sf-gw

set security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2 match

application junos-mgcp

set security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2 then permit

set security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2 match source-address

any

set security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2 match

destination-address any

set security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2 match application

any

set security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2 then permit

set security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3 match

source-address any

set security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3 match

destination-address any

set security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3 match

application any

set security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3 then permit
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層の複数のレベルを移動する必要があります。そのための手順について

は、設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

MGCP ALG および NAT を使用して 3 ゾーン設定を設定するには：

1. インターフェースを設定します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 192.168.3.10/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 3.3.3.10/24

user@host# set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 10.1.1.2/24

2. ゾーンを作成し、それらにアドレスを割り当てます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone sf-2 address-book address sf-gw 192.168.3.201/32

user@host# set security-zone asia-3 address-book address asia-gw 3.3.3.101/32

user@host# set security-zone dmz address-book address west-ca 10.1.1.101/32

3. ゾーンをインターフェースに関連付けます。

[edit security zones]

user@host# set security-zone sf-2 interfaces ge-0/0/0

user@host# set security-zone asia-3 interfaces ge-0/0/1

user@host# set security-zone dmz interfaces ge-0/0/2

4. 静的 NAT ルール セットを作成し、一致条件とそれに対するアクションを設定します。

[edit security nat static rule-set to-callagent]

user@host# set from zone asia-3

user@host# set rule phone1 match destination-address 3.3.3.101/32

user@host# set rule phone1 then static-nat prefix 10.1.1.101/32

5. インターフェース ge-0/0/1.0 上でアドレス 3.3.3.101/32 に対してプロキシ ARP を設定

します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 3.3.3.101/32

6. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat]

user@host# set source pool ip-phone-pool address 3.3.3.20/32

7. ソース NAT ルール セットを作成し、一致条件とそれに対するアクションを設定します。

[edit security nat source rule-set phones]

user@host# set from zone sf-2

user@host# set to zone asia-3

user@host# set rule phone1 match source-address 192.168.3.10/32

user@host# set rule phone1 match destination-address 3.3.3.101/32

user@host# set rule phone1 then source-nat pool ip-phone-pool

8. インターフェース ge-0/0/1.0 上でアドレス 3.3.3.20/32 に対してプロキシ ARP を設定

します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/1.0 address 3.3.3.20/32

9. DMZ からアジアへのトラフィックを許可するポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone dmz to-zone asia-3 policy pol-dmz-to-asia-3]
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user@host# set match source-address west-ca

user@host# set match destination-address asia-gw

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

10. アジアから DMZ へのトラフィックを許可するポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone asia-3 to-zone dmz policy pol-asia-3-to-dmz]

user@host# set match source-address asia-gw

user@host# set match destination-address west-ca

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

11. サンフランシスコから DMZ へのトラフィックを許可するポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone sf-2 to-zone dmz policy pol-sf-2-to-dmz]

user@host# set match source-address sf-gw

user@host# set match destination-address west-ca

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

12. DMZ からサンフランシスコへのトラフィックを許可するポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone dmz to-zone sf-2 policy pol-dmz-to-sf-2]

user@host# set match source-address west-ca

user@host# set match destination-address sf-gw

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

13. サンフランシスコからアジアへのトラフィックを許可するポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone sf-2 to-zone asia-3 policy pol-sf-2-to-asia-3]

user@host# set match source-address sf-gw

user@host# set match destination-address asia-gw

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

14. アジアからサンフランシスコへのトラフィックを許可するポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone asia-3 to-zone sf-2 policy pol-asia-3-to-sf-2]

user@host# set match source-address asia-gw

user@host# set match destination-address sf-gw

user@host# set match application junos-mgcp

user@host# set then permit

15. サンフランシスコ内のデバイス上のトラフィックを許可するポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone sf-2 to-zone sf-2 policy pol-intra-sf-2]

user@host#set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application any

user@host# set then permit

16. アジア内のデバイス上のトラフィックを許可するポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone asia-3 to-zone asia-3 policy pol-intra-asia-3]

user@host#set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host# set match application any

user@host# set then permit
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結果 設定モードから show interfaces、show security zones、show security nat、および show security

policies コマンドを入力して設定を確認します。出力が意図した設定を表示しない場合は、こ

の例の設定手順を繰り返して調整します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.3.10/24;

}

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 3.3.3.10/24;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.2/24;

}

}

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone sf-2 {

address-book {

address sf-gw 192.168.3.201/32;

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone asia-3 {

address-book {

address asia-gw 3.3.3.101/32;

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

security-zone dmz {

address-book {

address west-ca 10.1.1.101/32;

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

[edit]

user@host# show security nat

361Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第14章: MGCP ALG



source {

pool ip-phone-pool {

address {

3.3.3.20/32;

}

}

rule-set phones {

from zone sf-2;

to zone asia-3;

rule phone1 {

match {

source-address 192.168.3.10/32;

destination-address 3.3.3.101/32;

}

then {

source-nat {

pool {

ip-phone-pool;

}

}

}

}

}

}

static {

rule-set to-callagent {

from zone asia-3;

rule phone1 {

match {

destination-address 3.3.3.101/32;

}

then {

static-nat prefix 10.1.1.101/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/1.0 {

address {

3.3.3.101/32;

3.3.3.20/32;

}

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone dmz to-zone asia-3 {

policy pol-dmz-to-asia-3 {

match {

source-address west-ca;

destination-address asia-gw;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;
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}

}

}

from-zone asia-3 to-zone dmz {

policy pol-asia-3-to-dmz {

match {

source-address asia-gw;

destination-address west-ca;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone sf-2 to-zone dmz {

policy pol-sf-2-to-dmz {

match {

source-address sf-gw;

destination-address west-ca;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone dmz to-zone sf-2 {

policy pol-dmz-to-sf-2 {

match {

source-address west-ca;

destination-address sf-gw;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone sf-2 to-zone asia-3 {

policy pol-sf-2-to-asia-3 {

match {

source-address sf-gw;

destination-address asia-gw;

application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone asia-3 to-zone sf-2 {

policy pol-asia-3-to-sf-2 {

match {

source-address asia-gw;

destination-address sf-gw;
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application junos-mgcp;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone sf-2 to-zone sf-2 {

policy pol-intra-sf-2 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone asia-3 to-zone asia-3 {

policy pol-intra-asia-3 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定を終えた場合は、設定モードから commit を入力します。

検証

設定が適切に機能していることを確認するには、以下の作業を行います。

• MGCP ALG を確認する 364ページ

• MGCP コールを確認する 364ページ

• MGCP ALG 統計を確認する 365ページ

• MGCP 端点を確認する 365ページ

MGCP ALG を確認する

目的 MGCP ALG が有効であることを確認します。

アクション 動作モードから show security alg status | match mgcp コマンドを入力します。

MGCP コールを確認する

目的 現在アクティブな MGCP コールを確認します。
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アクション 動作モードから show security alg mgcp calls コマンドを入力します。

MGCP ALG 統計を確認する

目的 MGCP ALG 統計を確認する

アクション 動作モードから show security alg mgcp counters コマンドを入力します。

MGCP 端点を確認する

目的 MGCP 端点を確認します。

アクション 動作モードから show security alg mgcp endpoints コマンドを入力します。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 1222ページの静的 NAT の設定の概要

• 1251ページのソース NAT について理解する
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第15章

RPC ALG

• RPC ALG について 367ページ

• Sun RPC ALG 368ページ

• Microsoft RPC ALG 371ページ

RPC ALG について

Junos OS は、基本的なリモート プロシージャ コール アプリケーション層ゲートウェイ（RPC

ALG）サービスをサポートします。RPC は、あるアドレス空間で動作するアプリケーションが、

別のアドレス空間で動作するアプリケーションのリソースに、あたかもリソースが最初のアド

レス空間にローカルであるかのようにアクセスすることを可能にするプロトコルです。RPC ALG

は、RPC パケット処理を担当します。

Junos OS の RPC ALG は、以下のサービスおよび機能をサポートします。

• Sun Microsystems RPC オープン ネットワーク コンピューティング（ONC）

• Microsoft RPC 分散コンピューティング環境（DCE）

• 動的ポート ネゴシエーション

• 特定の RPC サービスを許可および拒否する機能

• 静的ネットワーク アドレス変換（NAT）およびソース NAT（ポート変換なし）

• セキュリティ ポリシーでの RPC アプリケーション

NFS や Microsoft Outlook など、RPC ベースのアプリケーションを実行する必要がある場合

は、RPC ALG を使用します。RPC ALG 機能はデフォルトで有効です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 203ページのALG の概要

• 368ページのSun RPC ALG について

• 371ページのMicrosoft RPC ALG について
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Sun RPC ALG

• Sun RPC ALG について 368ページ

• Sun RPC ALG を有効化する（J-Web 手順） 369ページ

• Sun RPC ALG を有効化する（CLI 手順） 369ページ

• Sun RPC サービスおよびアプリケーション 369ページ

Sun RPC ALG について

Sun Microsystems リモート プロシージャ コール（Sun RPC）は、オープン ネットワーク コ

ンピューティング リモート プロシージャ コール（ONC RPC）とも呼ばれ、あるホストで実行

されているプログラム側から、別のホストで実行されているプログラムにあるプロシージャを

呼び出す手段です。RPC サービスの数は多く、ブロードキャストが必要なため、RPC サービス

のトランスポート アドレスはそのサービスのプログラム番号とバージョン番号に基づいて動的

にネゴシエートされます。RPC のプログラム番号とバージョン番号をトランスポート アドレス

にマッピングするために、バインディング プロトコルがいくつか定義されています。

Junos OS は、定義済みサービスとして Sun RPC をサポートするため、構成したセキュリティ

ポリシーに基づいてトラフィックを許可および拒否できます。アプリケーション層ゲートウェ

イ（ALG）によって、Sun RPC の動的トランスポート アドレス ネゴシエーション機構を処理す

る機能、およびプログラム番号に基づいたセキュリティ ポリシーを実施する機能が、Juniper

Networks デバイスに提供されます。RPC 要求をすべて許可または拒否するセキュリティ ポリ

シーや、特定のプログラム番号で RPC 要求を許可または拒否するセキュリティ ポリシーを定

義できます。また、ALG は、受信した要求と送信した要求について、ルート モードとネット

ワーク アドレス変換（NAT）モードをサポートします。

アプリケーションまたは PC クライアントは、リモート サービスを呼び出すとき、サービスの

トランスポート アドレスを発見する必要があります。TCP/UDP の場合には、アドレスはポート

番号です。この場合での一般的な手順は以下のとおりです。

1. クライアントは、リモート マシン上の RPCBIND サービスに GETPORT メッセージを送信し

ます。GETPORT メッセージには、プログラム番号と、呼び出すリモート サービスのバージョ

ン番号とプロシージャ番号が含まれています。

2. RPCBIND サービスがポート番号で応答します。

3. 返されたポート番号を使用して、クライアントがリモート サービスを呼び出します。

4. リモート サービスがクライアントに応答します。

また、クライアントは CALLIT メッセージを使用して、リモート サービスのポート番号を決定

することなく、そのサービスを直接呼び出すこともできます。この場合、以下の手順に従いま

す。

1. クライアントは、リモート マシン上の RPCBIND サービスに CALLIT メッセージを送信しま

す。CALLIT メッセージには、プログラム番号と、呼び出すリモート サービスのバージョン

番号とプロシージャ番号が含まれています。

2. RPCBIND がクライアントのサービスを呼び出します。
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3. 呼び出しが成功すると、RCPBIND がクライアントに応答します。応答には、呼び出しの結果

とサービスのポート番号が含まれています。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 367ページのRPC ALG について

• 369ページのSun RPC ALG を有効化する（J-Web 手順）

• 369ページのSun RPC ALG を有効化する（CLI 手順）

• 370ページのSun RPC サービスについて

• 371ページのMicrosoft RPC ALG について

Sun RPC ALG を有効化する（J-Web 手順）

Sun RPC ALG はデフォルトで有効であり、設定は必要ありません。

RPC ALG を無効化または再び有効化するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [Enable SUNRPC（SUNRPC の有効化）] チェックボックスを選択します。

3. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。次に [Commit Options

（オプションのコミット）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 368ページのSun RPC ALG について

• 369ページのSun RPC ALG を有効化する（CLI 手順）

Sun RPC ALG を有効化する（CLI 手順）

Sun RPC ALG はデフォルトで有効であり、設定は必要ありません。

Sun RPC ALG を無効にするには、以下のコマンドを入力します。

user@host# set security alg sunrpc disable

Sun RPC ALG を再び有効にするには、以下のコマンドを入力します。

user@host# delete security alg sunrpc

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 368ページのSun RPC ALG について

• 369ページのSun RPC ALG を有効化する（J-Web 手順）

Sun RPC サービスおよびアプリケーション

• Sun RPC サービスについて 370ページ

• Sun RPC アプリケーションをカスタマイズする（CLI 手順） 371ページ
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Sun RPC サービスについて

定義済みの Sun RPC サービスには以下のものがあります。

• junos-sun-rpc-portmap-tcp

• junos-sun-rpc-portmap

• junos-sun-rpc-portmap-udp

Sun RPC ALG は、以下のメソッドを使用して適用できます。

• ALG デフォルト アプリケーション — ポリシーにて、以下の定義済みアプリケーション セッ

トの 1 つを制御とデータ接続に使用します。

• application-set junos-sun-rpc （制御セッション用）

• application-set junos-sun-rpc-portmap （データ セッション用）

• デフォルトの制御アプリケーション—junos-sun-rpc を通して定義済みコントロールを使用し

ます。

• データ用のアプリケーション（USER_DEFINED_DATA）を使用します。自分のデータ セット

（たとえば my_rpc_application_set）を作成して、ポリシーで使用できます。

• 制御用の定義済みアプリケーション セットおよびカスタマイズされたデータ アプリケー

ションをポリシーにて使用します。

• junos-sun-rpc

• USER_DEFINED_DATA

• カスタムの制御アプリケーションおよびデータ アプリケーション — カスタマイズされたア

プリケーションを使用します。

• 制御用のアプリケーション（USER_DEFINED_DATA）およびデータ用のアプリケーション

（USER_DEFINED_DATA）を使用します。

• ポリシーにて、制御用のユーザー定義のアプリケーション セットおよびカスタマイズされ

たデータ アプリケーションを使用します。

• USER_DEFINED_CONTROL

• USER_DEFINED_DATA

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 368ページのSun RPC ALG について

• 371ページのSun RPC アプリケーションをカスタマイズする（CLI 手順）

• 373ページのMicrosoft RPC サービスについて
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Sun RPC アプリケーションをカスタマイズする（CLI 手順）

Sun RPC アプリケーションはすべて、定義済みのアプリケーション セットを使用してカスタマ

イズできます。

たとえば、制御セッションのみを開きデータ セッションを許可しないように、アプリケーショ

ンをカスタマイズできます。

application-set junos-sun-rpc {

application junos-sun-rpc-tcp;

application junos-sun-rpc-udp;

}

以下の例では、定義済みのアプリケーション セットはデータ セッションのみを許可します。

制御セッションなしでは機能しません。

application-set junos-sun-rpc-portmap {

application junos-sun-rpc-portmap-tcp;

application junos-sun-rpc-portmap-udp;

}

定義済みのアプリケーション セットで Sun RPC アプリケーションをすべてカスタマイズする

には、ポリシーで両方のアプリケーション セットを使用します。

application-set [junos-sun-rpc junos-sun-rpc-portmap]

注: MS RPC アプリケーションは、SUN RPC アプリケーションと同じ方法でカスタマ

イズします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 368ページのSun RPC ALG について

• 373ページのMicrosoft RPC アプリケーションをカスタマイズする（CLI 手順）

Microsoft RPC ALG

• Microsoft RPC ALG について 371ページ

• Microsoft RPC ALG を有効化する（J-Web 手順） 372ページ

• Microsoft RPC ALG を有効化する（CLI 手順） 372ページ

• Microsoft RPC サービスおよびアプリケーション 373ページ

• Microsoft RPC ALG テーブルを確認する 374ページ

Microsoft RPC ALG について

Microsoft リモート プロシージャ コール（MS RPC）は、分散コンピューティング環境（DCE）

RPC の Microsoft による実装です。MS RPC は Sun RPC と同様に、あるホストで実行されてい

るプログラム側から別のホストで実行されているプログラムにあるプロシージャを呼び出す手

段です。RPC サービスの数は多く、ブロードキャストが必要なため、RPC サービスのトランス

ポート アドレスはそのサービス プログラムの UUID（ユニバーサル固有識別子）に基づいて動

的にネゴシエートされます。特定の UUID がトランスポート アドレスにマッピングされます。
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Junos OS を実行する Junos OS デバイスは、定義済みサービスとして MS RPC をサポートする

ため、構成したポリシーに基づいてトラフィックを許可および拒否できます。アプリケーショ

ン層ゲートウェイ（ALG）によって、MS RPC の動的トランスポート アドレス ネゴシエーショ

ン機構を処理する機能、および UUID に基づいたセキュリティ ポリシーを実施する機能が、

Juniper Networks デバイスに提供されます。RPC 要求をすべて許可または拒否するセキュリ

ティ ポリシーや、特定の UUID 番号で RPC 要求を許可または拒否するセキュリティ ポリシー

を定義できます。また、ALG は、受信した要求と送信した要求について、ルート モードとネッ

トワーク アドレス変換（NAT）モードをサポートします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 367ページのRPC ALG について

• 372ページのMicrosoft RPC ALG を有効化する（J-Web 手順）

• 372ページのMicrosoft RPC ALG を有効化する（CLI 手順）

• 373ページのMicrosoft RPC サービスについて

• 368ページのSun RPC ALG について

• 374ページのMicrosoft RPC ALG テーブルを確認する

Microsoft RPC ALG を有効化する（J-Web 手順）

MS RPC ALG はデフォルトで有効であり、設定は必要ありません。

Microsoft ALG を無効化または再び有効化するには：

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [ALG] を選択します。

2. [Enable MSRPC（MSRPC の有効化）] チェックボックスを選択します。

3. [OK] をクリックして、設定を確認し候補設定として保存します。次に [Commit Options

（オプションのコミット）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 371ページのMicrosoft RPC ALG について

• 372ページのMicrosoft RPC ALG を有効化する（CLI 手順）

• 374ページのMicrosoft RPC ALG テーブルを確認する

Microsoft RPC ALG を有効化する（CLI 手順）

MS RPC ALG はデフォルトで有効であり、設定は必要ありません。

Microsoft RPC ALG を無効にするには、以下のコマンドを入力します。

user@host# set security alg msrpc disable

Microsoft RPC ALG を再び有効にするには、以下のコマンドを入力します。

user@host# delete security alg msrpc

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•
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• 371ページのMicrosoft RPC ALG について

• 372ページのMicrosoft RPC ALG を有効化する（J-Web 手順）

• 374ページのMicrosoft RPC ALG テーブルを確認する

Microsoft RPC サービスおよびアプリケーション

• Microsoft RPC サービスについて 373ページ

• Microsoft RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI 手順） 373ページ

Microsoft RPC サービスについて

定義済みの MS RPC サービスには以下のものがあります。

• junos-ms-rpc-portmap

• junos-ms-rpc-portmap-tcp

• junos-ms-rpc-portmap-udp

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 371ページのMicrosoft RPC ALG について

• 373ページのMicrosoft RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI 手順）

• 370ページのSun RPC サービスについて

Microsoft RPC アプリケーションのカスタマイズ（CLI 手順）

MS RPC アプリケーションは、SUN RPC アプリケーションと同じ方法でカスタマイズします。

セキュリティ ポリシーの MS RPC サービスは以下のとおりです。

• 0e4a0156-dd5d-11d2-8c2f-00c04fb6bcde

• 1453c42c-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b

• 10f24e8e-0fa6-11d2-a910-00c04f990f3b

• 1544f5e0-613c-11d1-93df-00c04fd7bd09

対応する TCP/UDP ポートは動的です。それらを許可するには、各番号に以下のステートメント

を使用します。

set applications application-name term term-name uuid hex-number

ALG は、前記の 4 つの UUID に基づいて、動的にネゴシエートされた TCP/UDP ポートにプロ

グラム番号をマップし、構成したポリシーに基づいてサービスを許可または拒否します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 373ページのMicrosoft RPC サービスについて

• 371ページのSun RPC アプリケーションをカスタマイズする（CLI 手順）
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• 374ページのMicrosoft RPC ALG テーブルを確認する

Microsoft RPC ALG テーブルを確認する

目的 Microsoft RPC ALG を確認するには、Microsoft UUID-to-OID（ユニバーサル固有識別子からオ

ブジェクト ID への）マッピング テーブルを表示します。Microsoft RPC ALG は、TCP ポート

135 にてパケットを監視します。

アクション CLI から show security alg msrpc object-id-map コマンドを入力します。

user@host> show security alg msrpc object-id-map

UUID OID

1be617c0-31a5-11cf-a7d8-00805f48a135 0x80000020

e3514235-4b06-11d1-ab04-00c04fc2dcd2 0x80000002

67df7c70-0f04-11ce-b13f-00aa003bac6c 0x80000014

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス Junos OS 機能サポート リファレンス

• 372ページのMicrosoft RPC ALG を有効化する（J-Web 手順）

• 372ページのMicrosoft RPC ALG を有効化する（CLI 手順）

• 373ページのMicrosoft RPC アプリケーションをカスタマイズする（CLI 手順）
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第5部

ユーザー認証

• ファイアウォール ユーザー認証 377ページ

• インフラネット認証 409ページ

375Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.376

Junos OS セキュリティ設定ガイド



第16章

ファイアウォール ユーザー認証

• ファイアウォール ユーザー認証の概要 377ページ

• パススルー認証 378ページ

• Web 認証 385ページ

• 外部認証 393ページ

• ファイアウォール認証のクライアント グループ 403ページ

• ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ 406ページ

ファイアウォール ユーザー認証の概要

ファイアウォール ユーザーとは、ファイアーウォールを越えた接続を行うときに、認証のため

にユーザー名とパスワードを提供しなければならないネットワーク ユーザーです。Junos OS

では、管理者は、ファイアウォール ユーザーのソース IP アドレスと他の認証情報に基づき、

ファイアウォール ユーザーがファイアウォールの向こう側の保護されたリソース（異なるゾー

ン）にアクセスすることを制限したり許可したりできます。

注: Junos OS はまた、管理者とポイントツーポイント プロトコル（PPP）ユーザー

タイプをサポートしています。詳細は、「Junos OS セキュリティ デバイス管理ガ

イド」を参照してください。

ファイアウォール ユーザーを定義すると、ユーザーに次の 2つの認証スキームのどちらかで自

身を認証することを要求するポリシーを作成することができます。

• パススルー認証—あるゾーンからのホストまたはユーザーが、他のゾーンにあるリソースにア

クセスしようと試みます。保護されたリソースの IP アドレスにアクセスし、ファイアウォー

ルによる認証を得るためには、FTP、Telnet、または HTTP クライアントを使用する必要があ

ります。デバイスは FTP、Telenet または HTTP を使って、ユーザー名とパスワード情報を

収集し、ユーザーやホストからのその後のトラフィックは、この認証結果に基づき、許可ま

たは拒否されます。

• Web 認証— ユーザーは、Web 認証が有効に設定されているデバイス上の IP アドレスに、HTTP

を使って接続しようと試みます。この場合、保護されたリソースの IP アドレスの取得に

HTTP は使用しません。デバイスで検証されたユーザー名とパスワードを入力するよう要求さ

れます。ユーザーやホストからのその後の保護リソースへのトラフィックは、この認証結果

に基づき、許可または拒否されます。
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 378ページのパススルー認証について

• 385ページのWeb 認証について

• 393ページの外部認証サーバーについて

• 403ページのファイアウォール認証のクライアント グループについて

• 406ページのファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて

パススルー認証

• パススルー認証について 378ページ

• 例:パススルー認証の設定 379ページ

パススルー認証について

パススルー ユーザー認証においては、ユーザーが、認証を要求するポリシーを持つ HTTP、FTP、

または Telnet 接続要求を開始しようとすると、デバイスが、要求を傍受して、ユーザーに名

前とパスワードを入力するよう要求します。許可を与える前に、デバイスは、378ページの図31

に示すように、ユーザー名とパスワードを、ローカル データベースまたは外部認証サーバーに

保存されているものと照合します。

図 31: ユーザーのポリシー ルックアップ

378ページの図31の手順は次のとおりです。

1. クライアント ユーザーは、1.2.2.2 に FTP、HTTP、または Telnet パケットを送信します。

2. デバイスはパケットを傍受して、ポリシーがローカル データベースまたは外部認証サーバー

による認証を要求していることを確認し、パケットをバッファに入れます。

3. デバイスは、FTP、HTTP、もしくは Telnet を介して、ユーザーにログイン情報を入力する

よう要求します。。

4. ユーザーは、ユーザー名とパスワードを入力します。
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5. デバイスは、ポリシーの指定に従い、ローカル データベースで認証ユーザー アカウントを

チェックするか、またはログイン情報を外部認証サーバーに送信します。

6. 適正な照合があれば（または、外部認証サーバーから適正な照合が通知されると)、デバイ

スは、ユーザーにログインが成功したことを通知します。

7. デバイスは、パケットをバッファから宛先 IP アドレス 1.2.2.2 に送信します。

デバイスが特定のソース IP アドレスでユーザーを認証すると、パススルー経由の認証を必要

とするポリシーの指定に従って、その後は、同じアドレスのその他のユーザーからのトラフィッ

クを許可します。ユーザーが、すべてのオリジナル ソース アドレスを 1 つの変換アドレスに

変更する NAT デバイスを通してトラフィックを発信する場合が、これに該当します。

注: パススルー ユーザー認証法は、便利性よりもセキュリティが重視される状況で

の使用が推奨されます。この認証方法は、セッションをトリガしたポリシーと一致

するセッションおよび子セッションのみに適用されます。この方法は、注意して使

えば、インターネットに直面するリンク上で使用できます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 377ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 385ページのWeb 認証について

• 379ページの例:パススルー認証の設定

例:パススルー認証の設定

この例では、ファイアウォール用のパススルー認証の設定方法を説明しています。

• 要件 379ページ

• 概要 379ページ

• 設定 380ページ

• 検証 384ページ

要件

開始する前に、ファイアウォール ユーザーを定義します。「377ページの「ファイアウォール

ユーザー認証の概要」」を参照してください。

概要

パススルー ファイアウォール ユーザーの認証は、クライアントが、FTP、Telnet、または HTTP

を使って他のゾーン上の宛先にアクセスしようとする際に行われます。認証が成功したら、ファ

イアウォールは、FTP サーバー、Telnet、または HTTP サーバーのプロクシとして振る舞いま

すので、まずユーザーを認証してから、ファイアウォールの向こうの実際の FTP サーバー、

Telnet、または HTTP サーバーへのアクセスを許可することができます。380ページの図32 は、

この例で使用しているトポロジを示しています。

379Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第16章: ファイアウォール ユーザー認証



図 32: パススルー ファイアウォール認証の設定

設定

CLI 簡単構成 パススルー認証を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けてくだ

さい。

[edit]

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.1/24

set interfaces ge-5/0/0 unit 0 family inet address 30.30.30.1/24

set access profile FWAUTH client FWClient1 firewall-user password pwd

set access firewall-authentication pass-through default-profile FWAUTH

set access firewall-authentication pass-through telnet banner success "WELCOME TO JUNIPER TELNET

SESSION"

set security zones security-zone UT-ZONE host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone UT-ZONE interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone T-ZONE host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone T-ZONE interfaces ge-5/0/0.0 host-inbound-traffic protocols all

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match source-address any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match destination-address any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match application junos-telnet

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 then permit firewall-authentication

pass-through client-match FWClient1

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

パススルー認証を設定するには、次の操作を行います。

1. 2 つのインターフェースを設定し、それぞれに IP アドレスを割り当てます。

注: この例では、インターフェースに 2 つのアドレスを割り当てるのはオプ

ションとなっています。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.1/24

user@host# set interfaces ge-5/0/0 unit 0 family inet address 30.30.30.1/24

2. FWClient1 ユーザー用の FWAUTH アクセス プロファイルを作成し、ユーザー パスワード

を指定し、Telnet セッションの Success Banner を定義します。
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[edit access]

user@host# set access profile FWAUTH client FWClient1 firewall-user password pwd

user@host# set firewall-authentication pass-through default-profile FWAUTH

user@host# set firewall-authentication pass-through telnet banner success "WELCOME

TO JUNIPER TELNET SESSION"

3. セキュリティ ゾーンを設定します。

注: この例では、セキュリティ ゾーンの 2 つめのインターフェースの設定は

オプションとなっています。

[edit security zones]

user@host# set security-zone UT-ZONE host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone UT-ZONE interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

protocols all

user@host# set security-zone T-ZONE host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone T-ZONE interfaces ge-5/0/0.0 host-inbound-traffic

protocols all

4. セキュリティ ポリシー P1 をセキュリティ ゾーンに割り当てます。

[edit security policies]

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match source-address any

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match destination-address

any

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match application

junos-telnet

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 then permit

firewall-authentication pass-through client-match FWClient1

5. Telnet を使って、FWClient1 ファイアウォール ユーザーを host2 に対して認証します。

regress@FWClient1# run telnet 30.30.30.2

Trying 30.30.30.2...

Connected to 30.30.30.2.

Escape character is '^]'.

Firewall User Authentication

Username:FWClient1

Password:***

WELCOME TO JUNIPER TELNET SESSION

Host1 (ttyp0)
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login:regress

Password:

--- JUNOS 10.1R1.1 built 2009-10-12 13:30:18 UTC

%

結果 設定モードから、以下のコマンドを入力して自分の設定を確認します。

• show interfaces

• show access

• show security zones

• show security policies

意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

説明を簡単にするため、この show アウトプットは、この例に関係のある設定のみをしていま

す。このシステムの他の設定は、省略記号(...)に置き換えています。

user@host# show interfaces

...

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 20.20.20.1/24;

}

}

}

ge-5/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 30.30.30.1/24;

}

}

}

...

user@host# show access

profile FWAUTH {

authentication-order password;

client FWClient1 {

firewall-user {

password "$9$XHhxVYGDkf5F"; ## SECRET-DATA

}

}

}

firewall-authentication {

pass-through {

default-profile FWAUTH;

telnet {

banner {

success "WELCOME TO JUNIPER TELNET SESSION";

}

}

}
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}

user@host# show security zones

...

}

security-zone UT-ZONE {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

all;

}

}

}

}

}

security-zone T-ZONE {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-5/0/0.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

all;

}

}

}

}

}

user@host# show security policies

...

from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE {

policy P1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-telnet;

}

then {

permit {

firewall-authentication {

pass-through {

client-match FWClient1;

}

}

}

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。
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検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• ファイアウォール認証の検証、および認証テーブルでのユーザーと IP アドレスの監

視 384ページ

ファイアウォール認証の検証、および認証テーブルでのユーザーと IP アドレスの監視

目的 ファイアウォール認証ユーザー履歴を表示し、認証に成功したファイアウォール ユーザー数と

ログインに失敗したファイアウォール ユーザー数を検証します。

アクション 運転モードから、以下の show コマンドを入力します。

user@host> show security firewall-authentication history

user@host> show security firewall-authentication history identifier 1

user@host> show security firewall-authentication users

user@host> show security firewall-authentication users identifier 3

詳しくは 「Junos OS CLI リファランス」を参照してください。

user@host> show security firewall-authentication history

History of firewall authentication data:

Authentications: 2

Id Source Ip Date Time Duration Status User

1 20.20.20.2 2010-10-12 21:24:02 0:00:24 Failed FWClient1

2 20.20.20.2 2010-10-12 21:24:48 0:00:22 Success FWClient1

user@host> show security firewall-authentication history identifier 1

Username: FWClient1

Source IP: 20.20.20.2

Authentication state: Success

Authentication method: Pass-through using Telnet

Access start date: 2010-10-12

Access start time: 21:24:02

Duration of user access: 0:00:24

Source zone: UT-ZONE

Destination zone: T-ZONE

Access profile: FWAUTH

Bytes sent by this user: 0

Bytes received by this user: 2660

user@host> show security firewall-authentication users

Firewall authentication data:

Total users in table: 1

Id Source Ip Src zone Dst zone Profile Age Status User

4 20.20.20.2 UT-ZONE T-ZONE FWAUTH 1 Success FWClient1

user@host> show security firewall-authentication users identifier 3

Username: FWClient1

Source IP: 20.20.20.2

Authentication state: Success

Authentication method: Pass-through using Telnet

Age: 3

Access time remaining: 9

Source zone: UT-ZONE

Destination zone: T-ZONE

Access profile: FWAUTH

Interface Name: ge-0/0/1.0
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Bytes sent by this user: 0

Bytes received by this user: 1521

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 377ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 378ページのパススルー認証について

Web 認証

• Web 認証について 385ページ

• 例:Web 認証の設定 387ページ

Web 認証について

Web 認証は、パススルー ユーザー認証の代わりの方法です。クライアント ブラウザから接続

したいリソースに進む代わりに、Web 認証用に有効に設定されているデバイス上の IP アドレ

スにブラウザを進めます。これにより、デバイス上で Web 認証機能をホストする IP アドレス

への HTTP セッションが開始されます。 次にデバイスは、ユーザー名とパスワードの入力を要

求し、その結果をデバイスにキャッシュします。その後、トラフィックが Web 認証ポリシーに

遭遇すると、385ページの図33に示すように、以前の Web 認証結果に基づきアクセスが許可また

は拒否されます。

図 33: Web 認証例

以下のWeb 認証ガイドラインに従ってください。
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• デフォルトの Web 認証サーバーをローカル データベースのままにするか、外部認証サーバー

にその役割を持たせるようにするか、選択することができます。デフォルトの Web 認証プロ

ファイルは、ユーザーが認証にローカル データベースを使うか外部認証サーバーを使うかを

決定します。アクセス プロファイルは、ユーザーのユーザー名とパスワードを保存するか、

またはそれらの情報が保存されている外部認証サーバーに接続します。

• Web 認証アドレスは、ホストに使用したいインターフェースと同じサブネット内になければ

なりません。たとえば、認証ユーザーに、IP アドレス 1.1.1.1/24 を持つ ethernet3 を介

して、Web 認証を使って接続させたい場合には、Web 認証に、1.1.1.0/24 サブネットの IP

アドレスを割り当てます。

• Web 認証アドレスは、任意の物理インターフェース または VSI (仮想セキュリティインター

フェース) の IP アドレスとして、同じサブネットに置くことができます。（各種のインター

フェースの情報に関しては、「111ページの「セキュリティ ゾーンおよびインターフェースの

概要」」を参照してください。）

• Web 認証アドレスは複数のインターフェースにおくことができます。

• デバイスが特定のソース IP アドレスにおいてユーザーを認証すると、Web 認証経由の認証

を必要とするポリシーの指定に従って、その後は、同じアドレスのその他のユーザーからの

トラフィックを許可します。ユーザーが、すべてのオリジナル ソース アドレスを 1 つの変

換アドレスに変更する NAT デバイスを通してトラフィックを発信する場合が、これに該当し

ます。

• Web 認証が有効に設定されていると、IP アドレスへの HTTP トラフィックは、管理者ログイ

ン ページではなく、Web 認証ログイン ページに進みます。このオプションを無効に設定す

ると、管理者ログイン ページが表示されます（[system services web-management HTTP]が有

効に設定されている場合）。

• アドレスを Web 認証に使用する場合、別のプライマリ IP アドレス または優先 IP アドレ

スを持つことを推奨します。

注: Web 認証方法は、クライアント デバイスがセキュリティ ゲートウェイに隣接

しており、クライアント デバイスがマルチユーザー ホストでないことが確実であ

る状況において推奨されます。この認証方法は、ワイヤレス リンクおよび DMZ、あ

るいはカンファランスルーム リンクに最適です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 377ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 378ページのパススルー認証について

• 387ページの例:Web 認証の設定
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例:Web 認証の設定

この例では、Web 認証を有効に設定する方法、および Web 認証が有効に設定されているポリ

シーにトラフィックが遭遇したときに、ユーザーへのアクセスを許可するポリシーの設定方法

について説明しています。

• 要件 387ページ

• 概要 387ページ

• 設定 388ページ

• 検証 392ページ

要件

始める前に

• ファイアウォール ユーザーを定義してください。「377ページの「ファイアウォール ユーザー

認証の概要」」を参照してください。

• インターフェースのアドレス階層に、Web 認証 HTTP フラグを追加して、Web 認証を有効化

します。

概要

Web 認証を有効化するには、HTTP セッションをホストするデバイスの IP アドレスを指定しな

ければなりません。これらの設定は、保護リソースにアクセスしようとするファイアウォール

ユーザーが、直接、ウェブサーバーまたは Web 認証にアクセスして認証されたいと望む場合に

使用します。以下の説明では、Web 認証が有効に設定されているポリシー(Policy-W)にトラ

フィックが遭遇したときに、FWClient1 ユーザーへのアクセスを許可するポリシーの設定方法

について示しています。（388ページの図34を参照してください。）この例では、FWClient1 は

すでに Web 認証ログイン ページを通じて、認証されています。

FWClient1 ファイアウォール ユーザーは、認証を受けるために以下のことを行います。

a. まず認証を受けるために、ブラウザを Web 認証 IP (20.20.20.1)に進めます。

b. policy-W ポリシーで指定されるリソースにアクセスするトラフィックを開始します。
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図 34: Web 認証例

デバイスをここで説明したように設定して、ユーザーの認証が成功すると、388ページの図35に

表示される画面が表示されます。

図 35: Web 認証 Success Banner

設定

CLI 簡単構成 388ページの図34に表示されているように Web 認証を簡単に設定するには、以下のコマンドをコ

ピーして、CLI に貼り付けてください。

[edit]

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.1/24

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.3/24 web-authentication http

set interfaces fe-5/0/0 unit 0 family inet address 30.30.30.1/24

set access profile WEBAUTH client FWClient1 firewall-user password pwd

set access firewall-authentication web-authentication default-profile WEBAUTH

set access firewall-authentication web-authentication banner success "WEB AUTH LOGIN SUCCESS"

set security zones security-zone UT-ZONE host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone UT-ZONE interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone T-ZONE host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone T-ZONE interfaces ge-5/0/0.0 host-inbound-traffic protocols all

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match source-address any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match destination-address any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match application any

set security policies from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 then permit firewall-authentication

web-authentication client-match FWClient1

set system services web-management http interface ge-0/0/1.0
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ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

Web 認証を設定するには、次の操作を行います。

1. 2 つのインターフェースを設定し、それぞれに IP アドレスを割り当てます。

注: この例では、インターフェースに 2 つのアドレスを割り当てるのはオプ

ションとなっています。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.3/24

web-authentication http

user@host# set interfaces fe-5/0/0 unit 0 family inet address 30.30.30.1/24

2. FWClient1 ユーザー用のWEBAUTH アクセス プロファイルを作成し、’ユーザー パスワー

ドを指定し、Success Bannerを定義します。

[edit access]

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 20.20.20.1/24

user@host# set firewall-authentication web-authentication default-profile WEBAUTH

user@host# set firewall-authentication web-authentication banner success "WEB AUTH

LOGIN SUCCESS"

3. セキュリティ ゾーンを設定します。

注: この例では、セキュリティ ゾーンの 2 つめのインターフェースの設定は

オプションとなっています。

[edit security zones]

user@host# set security-zone UT-ZONE host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone UT-ZONE interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

protocols all

user@host# set security-zone T-ZONE host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone T-ZONE interfaces ge-5/0/0.0 host-inbound-traffic

protocols all
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4. セキュリティ ポリシー P1 をセキュリティ ゾーンに割り当てます。

[edit security policies]

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match source-address any

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match destination-address

any

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 match application any

user@host# set from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE policy P1 then permit

firewall-authentication web-authentication client-match FWClient1

5. デバイス上で HTTP デーモンを起動します。

[edit]

user@host# set system services web-management http interface ge-0/0/1.0

結果 設定モードから、以下のコマンドを入力して自分の設定を確認します。

• show interfaces

• show access

• show security zones

• show security policies

• show system services

意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

説明を簡単にするため、この show アウトプットは、この例に関係のある設定のみをしていま

す。このシステムの他の設定は、省略記号(...)に置き換えています。

user@host# show interfaces

...

}

ge-0/0/1{

unit 0 {

family inet {

address 20.20.20.1/24 {

address 20.20.20.3/24 {

web-authentication http;

}

}

}

}

fe-5/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 30.30.30.1/24;

}

}

}

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.390

Junos OS セキュリティ設定ガイド



...

user@host# show access

profile WEBAUTH {

client FWClient1 {

firewall-user {

password "$9$XHhxVYGDkf5F"; ## SECRET-DATA

}

}

}

firewall-authentication {

web-authentication {

default-profile WEBAUTH;

banner {

success "WEB AUTH LOGIN SUCCESS";

}

}

}

user@host# show security zones

...

}

security-zone UT-ZONE {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

all;

}

}

}

}

}

security-zone T-ZONE {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-5/0/0.0 {

host-inbound-traffic {

protocols {

all;

}

}

}

}

}

user@host# show security policies

...

from-zone UT-ZONE to-zone T-ZONE {

policy P1 {
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match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

firewall-authentication {

web-authentication {

client-match FWClient1;

}

}

}

}

}

}

user@host# show system services

...

ftp;

ssh;

telnet;

web-management {

http {

interface g-0/0/1.0;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• ファイアウォール認証の検証、および認証テーブルでのユーザーと IP アドレスの監

視 392ページ

ファイアウォール認証の検証、および認証テーブルでのユーザーと IP アドレスの監視

目的 ファイアウォール認証ユーザー履歴を表示し、認証に成功したファイアウォール ユーザー数と

ログインに失敗したファイアウォール ユーザー数を検証します。

アクション 運転モードから、以下の show コマンドを入力します。

user@host> show security firewall-authentication history

user@host> show security firewall-authentication history identifier 1

user@host> show security firewall-authentication users

user@host> show security firewall-authentication users identifier 3

user@host> show security firewall-authentication history

History of firewall authentication data:

Authentications: 1

Id Source Ip Date Time Duration Status User

5 20.20.20.2 2010-04-24 01:08:57 0:10:30 Success FWClient1

user@host> show security firewall-authentication history identifier 1

Username: FWClient1

Source IP: 20.20.20.2

Authentication state: Success
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Authentication method: Web-authentication

Access start date: 2010-10-12

Access start time: 21:24:02

Duration of user access: 0:00:24

Source zone: N/A

Destination zone: N/A

Access profile: WEBAUTH

Bytes sent by this user: 0

Bytes received by this user: 2660

user@host> show security firewall-authentication users

Firewall authentication data:

Total users in table: 1

Id Source Ip Src zone Dst zone Profile Age Status User

4 20.20.20.2 N/A N/A WEBAUTH 1 Success FWClient1

user@host> show security firewall-authentication users identifier 3

Username: FWClient1

Source IP: 20.20.20.2

Authentication state: Success

Authentication method: Web-authentication

Age: 3

Access time remaining: 9

Source zone: N/A

Destination zone: N/A

Access profile: WEBAUTH

Interface Name: ge-0/0/1.0

Bytes sent by this user: 0

Bytes received by this user: 1521

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 385ページのWeb 認証について

• 406ページのファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて

• 111ページのセキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要

外部認証

• 外部認証サーバーについて 393ページ

• 例:RADIUS および LDAP ユーザー認証の設定 395ページ

• 例:SecurID ユーザー認証の設定 399ページ

• 例:SecurID ノード秘密ファイルの削除 402ページ

外部認証サーバーについて

AAA は、ユーザーによるアクセスの際に、次のように、追加の保護レベルとコントロールを提

供します。

• 認証は、ファイアウォール ユーザーを決定します。

• 認証はファイアウォール ユーザーが行えることを決定します。

• アカウンティングは、ファイアウォール ユーザーがネットワーク上で行えることを決定しま

す。
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認証のみ、または許可とアカウンティングと組み合わせて使用することができます。許可の場

合は、ユーザーは必ず、その前に認証されている必要があります。アカウンティングのみ、ま

たは認証と許可と組み合わせて使用することができます。

ユーザーの認証情報が収集されたら、ファイアウォール ユーザー認証を使って処理されます。

これは次のタイプのサーバーをサポートしています。

• ユーザー認証および許可

• RADIUS 認証および許可（Juniper Steel-Belted RAdius サーバーに対応）

• LDAP 認証のみ（LDAP バージョン 3 をサポート。Windows AD 対応）

• SecurID 認証のみ（RSA SecurID 外部認証サーバー使用）

注: Junos OS はまた、ローカルサーバー、RADIUS サーバーおよび TACACS+ サー

バーを使った管理認証もサポートしています。管理認証に関する詳細は、「Junos

OS セキュリティ デバイス管理ガイド」を参照してください。

本項には、以下の内容が含まれます。

• SecurID ユーザー認証について 394ページ

SecurID ユーザー認証について

SecurID は、ユーザーに認証情報として静的または動的パスワードの入力を許可する認証方法

です。動的パスワードとは、ユーザーの PIN と、短時間（約 1 分間）の間だけ有効なランダ

ム生成されたトークンの組み合わせです。静的パスワードは、SecureID サーバー上のユーザー

用のセットです。たとえば、 SecureID サーバー管理者は、SecurID トークンを紛失したユー

ザーのために一時的静的パスワードを設定することができます。

ユーザーがポリシーで保護されているリソースにアクセスしようと試み、SecureID がプロファ

イル authentication-order パラメータにおいて、唯一の認証モードまたは最初に使用される

モードとして設定されている場合、デバイスは認証のため、ユーザーの認証情報を SecureID

サーバーに送ります。ユーザーが有効な値を入力した場合、要求したリソースへのアクセスを

許可されます。

注: SecurID サーバーには、ユーザーが間違った認証情報を繰り返し入力した場合

に、ユーザーに対してチャレンジを表示します。しかし、Junos OS はチャレンジ機

能をサポートしていません。代わりに、SecurID サーバー管理者は、ユーザーのた

めに RSA トークンを再同期させなければなりません。

SecurID に関しては、SecurID サーバー上で Juniper Networks デバイスに関する情報を設定

し、この情報を sdconf.rec というファイルにエクスポートします。

デバイスに sdconf.rec ファイルをインストールするには、FTP 等の帯域外の方法を使う必要が

あります。このファイルは、ファイルが定期的に削除されないディレクトリにインストールし

てください。テンポラリ ディレクトリには入れないでください。例え

ば、/var/db/secureid/server1/sdconf.rec にインストールしてください。
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sdconf.rec ファイルには、Juniper Networks のデバイスに SecurID サーバーのアドレスを提

供する情報が含まれています。SecurID サーバーを外部認証サーバーに使用するよう設定して

いる場合は、この情報を特に設定する必要はありません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 377ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 395ページの例:RADIUS および LDAP ユーザー認証の設定

• 399ページの例:SecurID ユーザー認証の設定

• 402ページの例:SecurID ノード秘密ファイルの削除

例:RADIUS および LDAP ユーザー認証の設定

この例では、デバイスの外部認証の設定方法を説明しています。

• 要件 395ページ

• 概要 395ページ

• 設定 396ページ

• 検証 399ページ

要件

開始する前に、認証ユーザー グループを作成してください。

概要

複数のユーザー アカウントをひとまとめにして、ユーザー グループを作成し、ローカル デー

タベースまたは RADIUS サーバーや LDAP サーバー、SecurID サーバーに保存することができ

ます。ポリシー内の認証ユーザー グループと外部認証サーバーが参照されると、ポリシーに合

致するトラフィックが認証チェックを引き起こします。

この例は、アクセス プロファイル「Profile-1」を外部認証用にどのように設定するかを示し

ています。アクセス プロファイル内で、RADIUS サーバー 2 つと LDAP サーバー 1 つが設定

されています。しかし、認証順は、RADIUS サーバーのみを指定していますので、RADIUS サー

バーによる認証が失敗すると、ファイアウォール ユーザーの認証は失敗となります。ローカル

データベースにはアクセスしません。

注: ファイアウォール クライアントが RADIUS サーバーにより認証される場合、

RADIUS サーバーによって返されるグループ メンバーシップ VSA には、RADIUS サー

バー設定内またはアクセス プロファイル「Profile-1」内に、アルファ クライアン

ト グループまたはベータ クライアント グループ、ガンマ クライアント グループ

が含まれなければなりません。アクセス プロファイルは、ユーザーのユーザー名と

パスワードを保存するか、またはそれらの情報が保存されている外部認証サーバー

に接続します。
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設定

CLI 簡単構成 外部認証用にデバイスを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付け

てください。

[edit]

set access profile Profile-1 authentication-order radius

set access profile Profile-1 client Client-1 client-group alpha

set access profile Profile-1 client Client-1 client-group beta

set access profile Profile-1 client Client-1 client-group gamma

set access profile Profile-1 client Client-1 firewall-user password pwd

set access profile Profile-1 client Client-2 client-group alpha

set access profile Profile-1 client Client-2 client-group beta

set access profile Profile-1 client Client-1 firewall-user password pwd

set access profile Profile-1 client Client-1 firewall-user password pwd

set access profile Profile-1 client Client-1 firewall-user password pwd

set access profile Profile-1 session-options client-group alpha

set access profile Profile-1 session-options client-group beta

set access profile Profile-1 session-options client-group gamma

set access profile Profile-1 session-options client-idle-timeout 255

set access profile Profile-1 session-options client-session-timeout 4

set access profile Profile-1 ldap-options base-distinguished-name

CN=users,DC=junos,DC=juniper,DC=net

set access profile Profile-1 ldap-options search search-filter sAMAccountName=

set access profile Profile-1 ldap-options search admin-search distinguished-name

cn=administrator,cn=users,dc=junos,dc=juniper,dc=net

set access profile Profile-1 ldap-options search admin-search password juniper

set access profile Profile-1 ldap-server 3.3.3.3

set access profile Profile-1 radius-server 4.4.4.4 secret juniper

set access profile Profile-1 radius-server 4.4.4.4 retry 10

set access profile Profile-1 radius-server 5.5.5.5 secret juniper

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

外部認証用にデバイスを設定するには、次の操作を行います。

1. 外部認証順用の RADIUS サーバーを指定します。

[edit]

user@host# set access profile Profile-1 authentication-order radius

2. Client1 から Client4 のファイアウォール ユーザーを設定し、Client-1 ファイアウォー

ル ユーザーと Client-2 ファイアウォール ユーザーをクライアント グループに割り当

てます。

[edit access profile Profile-1]

user@host# set client Client-1 client-group alpha

user@host# set client Client-1 client-group beta

user@host# set client Client-1 client-group gamma

user@host# set client Client-1 firewall-user password pwd
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user@host# set client Client-2 client-group alpha

user@host# set client Client-2 client-group beta

user@host# set client Client-2 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-3 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-4 firewall-user password pwd

3. セッション オプションでクライアント グループを設定します。

[edit access profile Profile-1]

user@host# set session-options client-group alpha

user@host# set session-options client-group beta

user@host# set session-options client-group gamma

user@host# set session-options client-idle-timeout 255

user@host# set session-options client-session-timeout 4

4. LDAP サーバー用の IP アドレスとサーバー オプションを設定します。

[edit access profile Profile-1]

user@host# set ldap-options base-distinguished-name

CN=users,DC=junos,DC=juniper,DC=net

user@host# set ldap-options search search-filter sAMAccountName=

user@host# set ldap-options search admin-search password juniper

user@host# set ldap-options search admin-search distinguished-name

cn=administrator,cn=users,dc=junos,dc=juniper,dc=net

user@host# set ldap-server 3.3.3.3

5. 2 つの RADIUS サーバーの IP アドレスを設定します。

[edit access profile Profile-1]

user@host# set radius-server 4.4.4.4 secret juniper

user@host# set radius-server 4.4.4.4 retry 10

user@host# set radius-server 5.5.5.5 secret juniper
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結果 設定モードから、show access profile Profile-1 コマンドを入力して設定を確認します。意図

していた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

user@host# show access profile Profile-1

authentication-order radius;

client Client-1 {

client-group [ alpha beta gamma ];

firewall-user {

password "$9$jpimT9A0REyn6yl"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-2 {

client-group [ alpha beta ];

firewall-user {

password "$9$IMVRyK7-w4oG-d"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-3 {

firewall-user {

password "$9$GfUkPn/tB1h9C"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-4 {

firewall-user {

password "$9$JuZi.FnC0OR/9"; ## SECRET-DATA

}

}

session-options {

client-group [ alpha beta gamma ];

client-idle-timeout 255;

client-session-timeout 4;

}

ldap-options {

base-distinguished-name CN=users,DC=junos,DC=juniper,DC=net;

search {

search-filter sAMAccountName=;

admin-search {

distinguished-name cn=administrator,cn=users,dc=junos,dc=juniper,dc=net;

password "$9$PfF/O1hleWB1X7"; ## SECRET-DATA

}

}

}

ldap-server {

3.3.3.3;

}

radius-server {

4.4.4.4 {

secret "$9$Q5WMF3/At0IRc"; ## SECRET-DATA

retry 10;

}

5.5.5.5 {

secret "$9$YUg4JUDHmPT"; ## SECRET-DATA

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。
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検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• ログによるトラブルシューティング 399ページ

ログによるトラブルシューティング

目的 これらのログを使って、問題点を見つけ出してください。

アクション 運転モードから、show log messages コマンドと show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 393ページの外部認証サーバーについて

例:SecurID ユーザー認証の設定

この例では、SecurID を外部認証サーバーに設定する方法を示しています。

• 要件 399ページ

• 概要 399ページ

• 設定 400ページ

• 検証 402ページ

要件

開始する前に、認証ユーザー グループを作成してください。

概要

SecurID は、ユーザーに認証情報として静的または動的パスワードの入力を許可する認証方法

です。動的パスワードとは、ユーザーの PIN と、短時間（約 1 分間）の間だけ有効なランダ

ム生成されたトークンの組み合わせです。静的パスワードは、SecureID サーバー上のユーザー

用のセットです。たとえば、 SecureID サーバー管理者は、SecurID トークンを紛失したユー

ザーのために一時的静的パスワードを設定することができます。

ユーザーがポリシーで保護されているリソースにアクセスしようと試み、SecureID がプロファ

イル authentication-order パラメータにおいて、唯一の認証モードまたは最初に使用される

モードとして設定されている場合、デバイスは認証のため、ユーザーの認証情報を SecureID

サーバーに送ります。ユーザーが有効な値を入力した場合、要求したリソースへのアクセスを

許可されます。

Server-1 を SecurID サーバーとして使用することを指定し、その設定ファイルがデバイス上

の/var/db/securid/Server-1/sdconf.rec ファイル内にあることを指定します。設定モードから

次のコマンドを入力します。

user@host# set access securid-server Server-1 configuration-file

“/var/db/securid/Server-1/sdconf.rec”
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設定

CLI 簡単構成 外部認証サーバーとして SecurID を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI

に貼り付けてください。

[edit]

set access profile Profile-2 authentication-order securid

set access profile Profile-2 client Client-1 client-group alpha

set access profile Profile-2 client Client-1 client-group beta

set access profile Profile-2 client Client-1 client-group gamma

set access profile Profile-2 client Client-1 firewall-user password pwd

set access profile Profile-2 client Client-2 client-group alpha

set access profile Profile-2 client Client-2 client-group beta

set access profile Profile-2 client Client-2 firewall-user password pwd

set access profile Profile-2 client Client-3 firewall-user password pwd

set access profile Profile-2 client Client-4 firewall-user password pwd

set access profile Profile-2 session-options client-group alpha

set access profile Profile-2 session-options client-group beta

set access profile Profile-2 session-options client-group gamma

set access profile Profile-2 session-options client-idle-timeout 255

set access profile Profile-2 session-options client-session-timeout 4

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

SecurID を外部認証サーバーに設定するには、次の操作を行います。

1. Profile-2 プロファイル用に、外部認証に使用するサーバーとして SecurID を設定しま

す。

[edit]

user@host# set access profile Profile-2 authentication-order securid

複数のプロファイルで 1 つの SecurID サーバーを共有するには、各プロファイルで、

authentication-order パラメータを、 securid を認証モードとして含むよう設定します。

2. Client1 から Client4 のファイアウォール ユーザーを設定し、Client-1 ファイアウォー

ル ユーザーと Client-2 ファイアウォール ユーザーをクライアント グループに割り当

てます。

[edit access profile Profile-2]

user@host# set client Client-1 client-group alpha

user@host# set client Client-1 client-group beta

user@host# set client Client-1 client-group gamma

user@host# set client Client-1 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-2 client-group alpha

user@host# set client Client-2 client-group beta
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user@host# set client Client-2 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-3 firewall-user password pwd

user@host# set client Client-4 firewall-user password pwd

3. セッション オプションでクライアント グループを設定します。

[edit access profile Profile-2]

user@host# set session-options client-group alpha

user@host# set session-options client-group beta

user@host# set session-options client-group gamma

user@host# set session-options client-idle-timeout 255

user@host# set session-options client-session-timeout 4

結果 設定モードから、show access profile Profile-2 コマンドを入力して設定を確認します。意図

していた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show access profile Profile-2

authentication-order securid;

client Client-1 {

client-group [ alpha beta gamma ];

firewall-user {

password "$9$jpimT9A0REyn6yl"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-2 {

client-group [ alpha beta ];

firewall-user {

password "$9$IMVRyK7-w4oG-d"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-3 {

firewall-user {

password "$9$GfUkPn/tB1h9C"; ## SECRET-DATA

}

}

client Client-4 {

firewall-user {

password "$9$JuZi.FnC0OR/9"; ## SECRET-DATA

}

}

session-options {

client-group [ alpha beta gamma ];

client-idle-timeout 255;

client-session-timeout 4;

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

401Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第16章: ファイアウォール ユーザー認証



検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• ログによるトラブルシューティング 402ページ

ログによるトラブルシューティング

目的 これらのログを使って、問題点を見つけ出してください。

アクション 運転モードから、show log messages コマンドと show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 393ページの外部認証サーバーについて

• 402ページの例:SecurID ノード秘密ファイルの削除

例:SecurID ノード秘密ファイルの削除

この例は、ノード秘密ファイルの削除のしかたを示しています。

• 要件 402ページ

• 概要 402ページ

• 設定 403ページ

• 検証 403ページ

要件

開始する前に、SecurID ノード秘密ファイルを削除する必要があることを確認してください。

概要

Juniper Networks デバイスが最初に SecurID サーバーとの通信に成功すると、ノード秘密ファ

イルが自動的に生成されます。このファイルは、ソフトウェアが最初のユーザーの認証に成功

した後、Juniper Networks デバイスと SecurID サーバー間でハンドシェイクが行われた結果

として生成されるものです。その後の Juniper Networks と SecurID サーバー間のすべての通

信は、毎回の認証要求ごとにハンドシェイクを繰り返すのではなく、この 2 つのノード間の信

頼を表すこの秘密を信頼して行われます。

通常の状況では、このノード秘密ファイルは削除すべきではありません。しかし、たとえば、

重大な問題のデバッグのために、まれにこのファイルを削除しなければならない場合があり、

その場合には、clear コマンドを使ってファイルを削除します。

警告: ファイルを削除した場合、Juniper Networks デバイスと SecurID サーバー

間にノード秘密ファイルが存在しなくなったことを示すため、SecurID サーバー上

のボックスのチェックをはずさなければなりません。これを行わないと、認証に失

敗します。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.402

Junos OS セキュリティ設定ガイド



設定

ステップごとの手順 ノード秘密ファイルを削除するには、次の操作を行います。

1. clear コマンドを使って、ノード秘密ファイルを削除します。デバイスは、その後にユー

ザー認証が行われる際に、SecurID サーバーとの間での共有秘密を再構築し、ノード秘密

ファイルを再度、生成します。運転モードから、clear network-access コマンドを入力し

て、Juniper Networks デバイスの securid-node-secret-file をクリアします。

user@host> clear network-access securid-node-secret-file

2. 運転モードから、show network-access securid-node-secret-file コマンドを入力して、削

除されたことを確認します。意図していた結果が表示されない場合、この例で説明した設

定方法を繰り返して、修正します。

user@host> show network-access securid-node-secret-file

検証

show network-access securid-node-secret-file コマンドを入力して、削除されたことを確認し

ます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 393ページの外部認証サーバーについて

• 399ページの例:SecurID ユーザー認証の設定

ファイアウォール認証のクライアント グループ

• ファイアウォール認証のクライアント グループについて 403ページ

• 例:クライアント グループのローカル ユーザーの設定 404ページ

ファイアウォール認証のクライアント グループについて

複数のファイアウォール ユーザーを管理するには、ユーザー グループまたはクライアント グ

ループを作成して、その情報をローカル Juniper Network デバイスまたは外部 RADIUS サー

バーもしくは LDAP サーバーに保存します。

クライアント グループは、クライアントが属するグループのリストです。client-idle タイム

アウトの場合と同様に、クライアント グループは、外部認証サーバーが応答の際に値を返さな

かった（たとえば、LDAP サーバーがその情報を返さなかった）場合にのみ使用されます。

RADIUS サーバーは、Juniper VSA (46)を使って、Juniper Networks デバイスに、クライアン

ト グループ情報を送信します。ポリシーのクライアント マッチ部分が、ユーザー名またはク

ライアントが属するグループ名のいずれかである文字列を受け入れます。

異なる種類のクライアント（admins を除く）に単一のデータベースを使う理由は、1 つのクラ

イアントが複数の種類である可能性があるという前提に基づいています。たとえば、ファイア

ウォール ユーザークライアントは L2TP クライアントでもあるかもしれません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•
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• 377ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 404ページの例:クライアント グループのローカル ユーザーの設定

例:クライアント グループのローカル ユーザーの設定

この例は、プロファイル内でクライアント グループのローカル ユーザーを設定する方法につ

いて示しています。

• 要件 404ページ

• 概要 404ページ

• 設定 404ページ

• 検証 405ページ

要件

開始する前に、アクセス プロファイルを作成します。「例：アクセス プロファイルの設定」

を参照してください。

概要

クライアント グループは、クライアントが属するグループのリストです。client-idle タイム

アウトの場合と同様に、クライアント グループは、外部認証サーバーが応答の際に値を返さな

かった（たとえば、LDAP サーバーがその情報を返さなかった）場合にのみ使用されます。

この例は Managers というプロファイル内で、クライアント グループ G1、G2、G3 用の Client-1

というローカル ユーザーを設定する方法を示しています。この例では、複数のクライアント

グループが１つのクライアント用に設定されています。クライアントに対して、クライアント

グループが定義されていない場合は、access profile session-options 階層内のクライアント

グループが使用されます。

設定

CLI 簡単構成 プロファイル内でクライアント グループのローカル ユーザーを簡単に設定するには、以下の

コマンドをコピーして、CLI に貼り付けてください。

[edit]

set access profile Managers client Client-1 client-group G1

set access profile Managers client Client-1 client-group G2

set access profile Managers client Client-1 client-group G3

set access profile Managers client Client-1 firewall-user password pwd

set access profile Managers session-options client-group G1

set access profile Managers session-options client-group G2

set access profile Managers session-options client-group G3

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

プロファイル内でクライアント グループのローカル ユーザーを設定するには、次の操作を行

います。

1. ファイアウォール ユーザーを設定し、そのユーザーにクライアント グループを割り当て

ます。
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[edit access profile Managers]

user@host# set client Client-1 client-group G1

user@host# set client Client-1 client-group G2

user@host# set client Client-1 client-group G3

user@host# set client Client-1 firewall-user password pwd

2. セッション オプションでクライアント グループを設定します。

[edit access profile Managers]

user@host# set session-options client-group G1

user@host# set session-options client-group G2

user@host# set session-options client-group G3

結果 設定モードから、show access profile Managers コマンドを入力して、設定を確認します。意図

していた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show access profile Managers

client Client-1 {

client-group [ G1 G2 G3 ];

firewall-user {

password "$9$jpimT9A0REyn6yl"; ## SECRET-DATA

}

}

session-options {

client-group [ G1 G2 G3 ];

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• ログによるトラブルシューティング 405ページ

ログによるトラブルシューティング

目的 これらのログを使って、問題点を見つけ出してください。

アクション 運転モードから、show log messages コマンドと show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 403ページのファイアウォール認証のクライアント グループについて
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ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ

• ファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて 406ページ

• 例:ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ 406ページ

ファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて

バナーとはログインのタイプにより、モニターのさまざまな場所に表示されるメッセージのこ

とです。（406ページの図36を参照してください。）

図 36: バナー カスタマイズ

• 406ページの図36に示すように、ユーザーが Web 認証アドレスへのログインに成功すると、ブ

ラウザ画面の上部に表示されます。

• Telnet、FTP、もしくは HTTP ログイン プロンプト、ユーザーの成功メッセージ、および失

敗メッセージの前後

コンソール ログイン以外のすべてのバナーは、すでにデフォルト メッセージが決められてい

ます。デバイスを使用するネットワーク環境によりふさわしいバナーのメッセージをカスタマ

イズすることができます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 377ページのファイアウォール ユーザー認証の概要

• 406ページの例:ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ

例:ファイアウォール認証バナーのカスタマイズ

この例は、ブラウザ上に表示されるバナー テキストのカスタマイズの方法を示しています。

• 要件 406ページ

• 概要 406ページ

• 設定 407ページ

• 検証 408ページ

要件

開始する前に、アクセス プロファイルを作成します。「例：アクセス プロファイルの設定」

を参照してください。

概要

バナーとはログインのタイプにより、モニターのさまざまな場所に表示されるメッセージのこ

とです。この例では、ユーザーが Web 認証によりログインに成功した後、ユーザーの認証が成

功したことを表示するため、ブラウザに表示されるバナーを変更する方法を示しています。新

しいメッセージは “Web authentication is successful”（Web 認証に成功しました）です。
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認証が失敗すると、新しいメッセージは “Authentication failed” （認証に失敗しました）

となります。

設定

CLI 簡単構成 ブラウザ上に表示されるバナー テキストを簡単にカスタマイズするには、以下のコマンドをコ

ピーして、CLI に貼り付けてください。

[edit]

set access firewall-authentication pass-through default-profile Profile-1

set access firewall-authentication pass-through ftp banner fail “ Authentication failed”

set access firewall-authentication web-authentication default-profile Profile-1

set access firewall-authentication web-authentication banner success “ Web authentication is

successful”

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

ブラウザ上に表示されるバナー テキストを簡単にカスタマイズするには、次の操作を行いま

す。

1. FTP によるパススルー認証失敗用のバナー テキストを指定します。

[edit]

user@host# set access firewall-authentication pass-through default-profile Profile-1

user@host# set access firewall-authentication pass-through ftp banner fail “

Authentication failed”

2. Web 認証成功用バナー テキストを指定します。

[edit]

user@host# set access web-authentication default-profile Profile-1

user@host# set access web-authentication banner success “ Web authentication is

successful”

結果 設定モードから、show access firewall-authentication コマンドを入力して、設定を確認しま

す。意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正し

ます。

[edit]

user@host# show access firewall-authentication

pass-through {

default-profile Profile-1;

ftp {

banner {

fail "Authentication failed";

}

}

}

web-authentication {

default-profile Profile-1;

banner {

success "Web authentication is successful";
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}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• ログによるトラブルシューティング 408ページ

ログによるトラブルシューティング

目的 これらのログを使って、問題点を見つけ出してください。

アクション 運転モードから、show log messages コマンドと show log dcd コマンドを入力します。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス

• 406ページのファイアウォール認証バナーのカスタマイズについて
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第17章

インフラネット認証

• UAC と Junos OS 409ページ

• Junos OS エンフォーサおよびインフラネット コントローラの通信 412ページ

• Junos OS エンフォーサ ポリシーの実施 415ページ

• Junos OS エンフォーサおよび IPsec 418ページ

• Junos OS エンフォーサとインフラネット エージェント 端点セキュリティ 426ページ

• Junos OS エンフォーサおよびキャプティブ ポータル 427ページ

• Junos OS エンフォーサおよびインフラネット コントローラ クラスタのフェールオー

バー 436ページ

UAC と Junos OS

• Junos OS 環境での UAC について 409ページ

• Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI 手順） 412ページ

Junos OS 環境での UAC について

統合型アクセス コントロール（UAC）配備は、以下のコンポーネントを使用して、ネットワー

クのセキュリティを確保し、資格を持つエンドユーザーのみに保護リソースへのアクセスを許

可します。

• インフラネット コントローラ—インフラネット コントローラは、ネットワーク上のポリシー

決定ポイントです。認証情報とポリシー規則を使用して、ネットワーク上の個々のリソース

へのアクセスを許可するかどうかを判断します。ネットワーク上に 1 つ以上のインフラネッ

ト コントローラを配備できます。

注: SRX シリーズまたは J シリーズのデバイスでの統合型アクセス コントロー

ル（UAC）の接触間隔およびタイムアウト値を変更した場合、その変更は、SRX シ

リーズまたは J シリーズ デバイスがインフラネット コントローラと次に再接続

したときに初めて有効となります。

• インフラネット エンフォーサ—インフラネット エンフォーサは、ネットワーク上のポリシー

実施ポイントです。インフラネット コントローラからポリシーを受け取り、そのポリシー内

で定義されている規則を使って、端点からのリソースへのアクセスを許可するかどうかを判
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断します。インフラネット エンフォーサは、サーバーと保護したいリソースの前に配備しま

す。

• インフラネット エージェント—インフラネット エージェントは、ネットワーク端点上で直

接、実行されるクライアント側のコンポーネントです。エージェントは、端点が、ホスト

チェッカー ポリシーで指定されているセキュリティ基準に適合しているかどうかをチェック

し、この適合情報をインフラネット エンフォーサにリレーします。インフラネット エン

フォーサは、適合結果に基づき端点へのアクセスを許可または拒絶します。

SRX シリーズまたは J シリーズのデバイスは、UAC ネットワーク上でインフラネット エン

フォーサとして動作することが可能です。具体的には、Layer 3 実施ポイントとして動作し、

インフラネット コントローラからプッシュダウンされた IP ベースのポリシーを使ってアクセ

スをコントロールします。UAC ネットワーク上に配備された場合、SRX シリーズまたはJ シリー

ズは、 Junos OS エンフォーサと呼ばれます。411ページの図37 を参照してください。
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図 37: Junos セキュリティデバイスを統合型アクセス コントロール ネットワー
クに組み入れる

注: Junos OS エンフォーサは、IF-MAP Federation ネットワーク上で、インフラ

ネット コントローラ デバイスおよびセキュア アクセス デバイスと共に使うこと

ができます。連携形ネットワークでは、Junos OS エンフォーサに直接接続していな

い複数のインフラネット コントローラおよびセキュア アクセス デバイスが、セ

キュリティ デバイスにより保護されているリソースにアクセスすることができま

す。Junos OS エンフォーサ上の IF-MAP Federation 用の設定タスクはありません。

Junos OS エンフォーサ上で動的に認証テーブル エントリを作成できるポリシーを

インフラネット コントローラ上で設定します。「統合型アクセス コントロール管

理ガイド」を参照してください。
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 統合型アクセス コントロール 管理ガイド

• 412ページのJunos OS 環境での UAC の有効化（CLI 手順）

Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI 手順）

Junos OS セキュリティ ポリシーは、トランジット トラフィック用の規則を実施し、どのトラ

フィックが Juniper Networks デバイスを通過できるかを定義します。ポリシーは、あるゾー

ン(from-zone)から入り、他のゾーン(to-zone)から出るトラフィックをコントロールします。

UAC 配備において SRX シリーズまたは J シリーズを Junos OS エンフォーサとして有効化す

るには、次の操作を行います。

• ソースと、UAC トラフィックが通る宛先ゾーンを特定します。また、どのゾーンにあるかも

含めて、インターフェースのリストも必要です。インフラネット コントローラは、この宛先

ゾーンを使って、インフラネット コントローラ上に設定されたそれ自体の IPsec ルーティ

ングポリシーをマッチングします。

• これらのゾーンを包含する Junos OS セキュリティ ポリシーを特定し、それらのポリシー用

に UAC を有効化します。

始める前に

1. UAC トラフィックが SRX シリーズまたは J シリーズデバイスに入るためのインターフェー

スを設定します。「Junos OS セキュリティ デバイス用インターフェース設定ガイド」を参

照してください。

2. 同一のセキュリティ要件とのインターフェースを各ゾーンにグループ化します。114ページの

「例:「セキュリティ ゾーンの作成」を参照してください。」.

3. セキュリティ ゾーンを通過するトラフィックをコントロールするためのセキュリティ ポリ

シーを作成します。151ページの「例:「全てのトラフィックを許可または拒否するセキュリ

ティ ポリシーの設定」を参照してください。」.

Junos OS セキュリティ ポリシーを通じて UAC を設定するには、以下の設定ステートメントを

入力します。

user@host# set security policies from-zone zone-name to-zone zone-name policy match then

permit application-services uac-policy

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 409ページのJunos OS 環境での UAC について

Junos OS エンフォーサおよびインフラネット コントローラの通信

• Junos OS エンフォーサとインフラネット コントローラ間の通信について 413ページ

• Junos OS エンフォーサとインフラネット コントローラ間の通信の設定（CLI 手順） 413ページ
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Junos OS エンフォーサとインフラネット コントローラ間の通信について

SRX シリーズまたは J シリーズデバイスをインフラネット コントローラに接続するよう設定

すると、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスとインフラネット コントローラは、次のよ

うな安全な通信を確立します。

1. インフラネット コントローラが、サーバー証明書を、SRX シリーズまたは J シリーズ デ

バイスに提示します。検証するよう設定されている場合、SRX シリーズまたは J シリーズ

デバイスが証明書を検証します。（サーバー証明の検証は必須ではありませんが、追加のセ

キュリティ策として、証明書を検証し、追加の信頼層を実装することができます。）

2. SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスとインフラネット コントローラは、独自のチャ

レンジ応答認証を使って、互いに認証を行います。セキュリティ上の理由から、インフラ

ネット コントローラに送られるメッセージにはパスワードは含まれません。

3. SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスの認証に成功したら、インフラネット コントロー

ラはユーザー認証とリソース アクセス ポリシー情報を送ります。SRX シリーズと Ｊ シ

リーズ デバイスは、この情報を使って、UAC ネットワーク上で Junos OS エンフォーサの

役割を果たします。

4. その後は、インフラネット コントローラと Junos OS エンフォーサは、SSL 接続により互

いに自由に通信できます。通信は、Junos UAC エンフォーサ プロトコル（JUEP）という専

用プロトコルでコントロールされます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 統合型アクセス コントロール 管理ガイド

• 409ページのJunos OS 環境での UAC について

• 413ページのJunos OS エンフォーサとインフラネット コントローラ間の通信の設定（CLI 手

順）

Junos OS エンフォーサとインフラネット コントローラ間の通信の設定（CLI 手順）

UAC 配備において、SRX シリーズまたは Ｊ シリーズ デバイスを Junos OS エンフォーサとし

て設定し、それによりインフラネット コントローラ ポリシーを実施するには、SRX シリーズ

または Ｊ シリーズ デバイスが接続するインフラネット コントローラを指定しなければなり

ません。

始める前に

1. UAC を、関連する Junos OS セキュリティ ポリシーを通じて有効化します。「412ページの

「Junos OS 環境での UAC の有効化 (CLI 手順）」」を参照してください。

2. （オプション）インフラネット コントローラのサーバー証明証を SRX シリーズまたは J

シリーズ デバイスにインポートして、その証明書に署名する認証局(CA) のプロファイルを

作成します。551ページの「例:「手動で CA とローカル証明書をロードする」を参照してく

ださい。」.
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3. ユーザー役割、認証・許可サーバー、認証領域をインフラネット コントローラ上で設定す

ることにより、ユーザー認証と許可を設定します。「統合型アクセス コントロール管理ガ

イド」を参照してください。

4. インフラネット コントローラ上でリソース アクセス ポリシーを設定し、どの端点が保護

リソースへのアクセスを許可・拒否されるかを指定します。「統合型アクセス コントロー

ル管理ガイド」を参照してください。

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスを Junos OS エンフォーサに設定するには、次の操

作を行います。

1. SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスが接続するインフラネット コントローラを指定

します。

• インフラネット コントローラ’のホスト名を指定するには、以下の操作を行います。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname

• インフラネット コントローラ’の IP アドレスを指定するには、以下の操作を行います。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname address

ip-address

注: 複数のインフラネット コントローラへのアクセスを設定するには、それぞ

れ別々に定義する必要があります。例

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC1

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC2

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC3

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC1

address 10.10.10.1

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC2

address 10.10.10.2

user@host# set services unified-access-control infranet-controller IC3

address 10.10.10.3

全部のインフラネット コントローラが同じクラスタに属することを確認してく

ださい。

注: デフォルトでは、インフラネット コントローラは、ポート 11123 を選択し

ます。このデフォルトを変更すべきかどうかを判断するには、「統合型アクセス

コントロール管理ガイド」を参照してください。

2. インフラネット コントローラの接続先 Junos OS インターフェースを指定します。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname interface

interface-name
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3. SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスがインフラネット コントローラとの安全な通信

を開始する際に使用するパスワードを指定します。

注: SRX シリーズまたは J シリーズのデバイスでの統合型アクセス コントロー

ル（UAC）の接触間隔およびタイムアウト値を変更した場合、その変更は、SRX

シリーズまたは J シリーズ デバイスがインフラネット コントローラと次に再

接続したときに初めて有効となります。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname password

password

4. （オプション）デバイスがインフラネット コントローラとの SSL 通信に使用する証明書に

関する情報を指定します。

• デバイスが使用する証明書を指定するには、次の操作を行います。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname

server-certificate-subject certificate-name

• 証明書に関連付けられる CA プロファイルを指定するには、次の操作を行います。

user@host# set services unified-access-control infranet-controller hostname ca-profile

ca-profile

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 413ページのJunos OS エンフォーサとインフラネット コントローラ間の通信について

Junos OS エンフォーサ ポリシーの実施

• Junos OS エンフォーサ ポリシーの実施について 415ページ

• テスト専用モードを使って、Junos OS エンフォーサ ポリシー アクセス決定をテストする

（CLI 手順） 417ページ

• Junos OS エンフォーサ ポリシー実施の認証 417ページ

Junos OS エンフォーサ ポリシーの実施について

SRX シリーズまたは J シリーズデバイスの Junos OS エンフォーサとしての設定が成功する

と、以下のようにトラフィックの安全が確保されます。

1. まず、Junos OS エンフォーサは、トラフィックの処理のために、適切な Junos OS セキュ

リティ ポリシーを使用します。セキュリティ ポリシーは、トラフィックのソース IP アド

レスやトラフィックが受け取られた日時等の基準を使って、トラフィックの通過を許可する

かどうかを判断します。

2. Junos OS セキュリティ ポリシーに基づき、トラフィックの通過を許可できると判断される

と、Junos OS エンフォーサが、認証テーブル エントリにトラフィック フローをマッピン

グします。Junos OS エンフォーサは、フロー内の最初のパケットのソース IP アドレスを

使って、マッピングを作成します。

認証テーブル エントリには、ソース IP アドレスと、すでに UAC セッションの確立が成功

しているユーザーのユーザー役割が含まれます。ユーザー役割は、タイプ（「エンジニアリ
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ング」か「マーケティング」か、等）やステータス（「アンチウィルス実行」等）の基準に

基づき、ユーザー グループを特定します。Junos OS エンフォーサは、適切な認証テーブル

エントリ内に保存されている認証結果に基づき、トラフィックの通過を許可するか拒絶する

かを判断します。

インフラネット コントローラは、デバイス同士が最初に接続したときに、また必要に応じ

て、セッション中に、Junos OS エンフォーサに認証テーブル エントリをプッシュします。

たとえば、インフラネット コントローラは、ユーザーのコンピュータが端点のセキュリティ

ポリシーに適合しなくなった時、ユーザー役割の設定を変更した時、またはネットワーク上

のウィルス等のセキュリティ上の問題に対応するためにインフラネット コントローラ上の

すべてのユーザー アカウントを無効にした時等に、更新された認証テーブル エントリを

Junos OS エンフォーサにプッシュします。

Junos OS エンフォーサが、認証テーブル エントリの欠如を理由にパケットをドロップする

場合、デバイスがインフラネット コントローラにメッセージを送信し、これを受けてイン

フラネット コントローラが、新しい認証テーブル エントリを供給して、Junos OS エン

フォーサに送信します。このプロセスは、動的認証テーブル プロビジョニングと呼ばれま

す。

3. 認証テーブル エントリに基づき、トラフィックの通過を許可できると判断されると、Junos

OS エンフォーサがリソースへのフローのマッピングを行います。Junos OS エンフォーサ

は、フロー内で指定された宛先 IP アドレスを使って、マッピングを作成します。次にデバ

イスが、リソースと、認証テーブル エントリ内で指定されたユーザー役割を使って、リソー

ス アクセス ポリシーへのフローをマッピングします。

リソース アクセス ポリシーは、ユーザー役割に基づきアクセスをコントロールしたい、特

定のリソースを指定します。たとえば、「エンジニアリング」ユーザー役割や「アンチウィ

ルス実行」ユーザー役割のメンバーであるユーザーのみに、「エンジニアリング専用」サー

バーへのアクセスを許可するリソース アクセス ポリシーを作成することができます。ある

いは、「アンチウィルス非実行」ユーザー役割のメンバーに、アンチウィルスソフトをダウ

ンロードできる「修復」サーバーへのアクセスを許可するリソース アクセス ポリシーを作

成することができます。

インフラネット コントローラは、デバイス同士が最初に接続した時に、また、インフラネッ

ト コントローラ上のリソース アクセス ポリシーの設定を変更した時に、Junos OS エン

フォーサにリソース アクセス ポリシーをプッシュします。

Junos OS エンフォーサが、「拒否」ポリシーによりパケットをドロップした場合、Junos

OS エンフォーサは、インフラネット コントローラにメッセージを送信し、これを受けてイ

ンフラネット コントローラが、端点の Oddyssey アクセス クライアント（利用できる場

合）にメッセージを送信します。（インフラネット コントローラは、エージェントレス ク

ライアントには「拒否」メッセージを送信しません。）

4. リソース アクセス ポリシーに基づき、トラフィックの通過を許可できると判断されると、

Junos OS エンフォーサが、Junos OS ポリシーで定義された残りのアプリケーション サー

ビスを使って、トラフィックを処理します。Junos OS エンフォーサは、以下の順番で残り

のサービスを実行します。侵入検出と防止（IDP）、URL フィルタリングおよびアプリケー

ション レイヤー ゲートウェイ（ALG）。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 統合型アクセス コントロール 管理ガイド
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• 413ページのJunos OS エンフォーサとインフラネット コントローラ間の通信について

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 417ページのテスト専用モードを使って、Junos OS エンフォーサ ポリシー アクセス決定をテ

ストする（CLI 手順）

• 417ページのJunos OS エンフォーサ ポリシー実施の認証

テスト専用モードを使って、Junos OS エンフォーサ ポリシー アクセス決定をテストする（CLI 手順）

テスト専用モードで設定されている時は、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスは、UAC

ポリシーの設定にかかわらず、すべての UAC トラフィックの通過を有効化します。デバイス

は、UAC ポリシーのアクセス決定を実施せずにログしますので、トラフィックを妨害せずに実

装をテストすることができます。

始める前に

1. UAC を、関連する Junos OS セキュリティ ポリシーを通じて有効化します。「412ページの

「Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI 手順）」」を参照してください。

2. SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスを Junos OS エンフォーサとして設定します。

「412ページの「Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI 手順）」」を参照してください。

3. インフラネット コントローラのクラスタに接続しようとする場合、フェールオーバー オプ

ションを有効にしてください。「412ページの「Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI 手

順）」」を参照してください。

テスト専用モードをアクティブまたは非アクティブにするには、以下の設定ステートメントを

入力します。

user@host# set services unified-access-control test-only-mode (true | false)

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 415ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの実施について

• 417ページのJunos OS エンフォーサ ポリシー実施の認証

Junos OS エンフォーサ ポリシー実施の認証

• Junos OS エンフォーサからインフラネット コントローラ認証テーブル エントリを表示す

る 417ページ

• Junos OS エンフォーサからインフラネット コントローラ リソース アクセス ポリシーを表

示する 418ページ

Junos OS エンフォーサからインフラネット コントローラ認証テーブル エントリを表示

する

目的 インフラネット コントローラから設定された認証テーブル エントリのサマリを表示します。

アクション show services unified-access-control authentication-table CLI コマンドを入力します。
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Junos OS エンフォーサからインフラネット コントローラ リソース アクセス ポリシー

を表示する

目的 インフラネット コントローラから設定されたリソース アクセス ポリシーのサマリを表示しま

す。

アクション show services unified-access-control policies CLI コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 415ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの実施について

• 417ページのテスト専用モードを使って、Junos OS エンフォーサ ポリシー アクセス決定をテ

ストする（CLI 手順）

• Junos OS CLI リファレンス

Junos OS エンフォーサおよび IPsec

• IPsec を使った Junos OS エンフォーサ実装について 418ページ

• 例:IPsec を使ってデバイスを Junos OS エンフォーサに設定する（CLI） 419ページ

IPsec を使った Junos OS エンフォーサ実装について

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスを、IPsecを使って Junos OS エンフォーサに設定す

るには、次の操作を行います。

• セキュリティ IKE ゲートウェイの下で設定されたIDを入れてください。IDとは、

“gateway1.juniper.net” のような文字列で、gateway1.juniper.net は、各 IKE ゲート

ウェイを区別します。（IDは、どのトンネル向けにトラフィックが意図されているかを指定

します。）

• 事前共有シードを含めます。これは、フェーズ 1 認証情報用に、リモート ユーザーの完全

なIDから事前共有キーを生成します。

• RADIUS 共有秘密を含めます。これにより、インフラネット コントローラは、Junos OS イン

フラネット コントローラから、拡張認証(XAuth)用の RADIUS パケットを受け入れることが

できます。

インフラネット コントローラ、Odyssey アクセス クライアント、および SRX シリーズまたは

J シリーズデバイス間で IPsecを設定する際は、以下は、インフラネット コントローラから

Odyssey アクセス クライアントにサポートされている IKE （または フェーズ 1)プロポーザ

ル メソッドまたはプロトコル設定ですのでご注意ください。

• IKE プロポーザル:authentication-method pre-shared-keys（pre-shared-keysを指定する必要

があります。）

• IKE ポリシー:

• mode aggressive（アグレッシブ モードを使用する必要があります）

• pre-shared-key ascii-text 鍵（ASCII テキスト事前共有鍵のみをサポートしています）
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• IKE ゲートウェイ:動的

• hostname identity （ホスト名 ID、ゲートウェイの一意のIDを指定する必要があります）

• ike-user-type group-ike-id（group-ike-idを指定する必要があります）

• xauth access-profile profile （xauthを指定する必要があります）

以下は、インフラネット コントローラから Odyssey アクセス クライアントにサポートされて

いる IPsec（または フェーズ 2）プロポーザル メソッドまたはプロトコル設定です。

• IPsec プロポーザル:protocol esp（espを指定する必要があります）

• IPSec VPN:establish-tunnels immediately（establish-tunnels immediatelyを指定する必要が

あります）

注:

• from-zone to to-zone セキュリティ ポリシー 1 つにつき、1 つの IPsec VPN

トンネルのみがサポートされます。これは、インフラネット コントローラに対す

る制約事項です。

• Junos OS セキュリティ ポリシーは、異なるソース アドレス、異なる宛先アドレ

ス、またはその両方で区別される複数のポリシーの定義を可能にします。但し、

インフラネット コントローラは、そのような設定の区別ができません。この方法

で、複数のポリシーを有効にした場合、インフラネット コントローラは、間違っ

た IKE ゲートウェイを見つける可能性があります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 統合型アクセス コントロール 管理ガイド

• 415ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの実施について

• 441ページのVPN 概要

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 419ページの例:IPsec を使ってデバイスを Junos OS エンフォーサに設定する（CLI）

例:IPsec を使ってデバイスを Junos OS エンフォーサに設定する（CLI）

IPsec を使って、SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスを Junos OS エンフォーサに設定

するには、次の操作を行います。

1. 以下の設定ステートメントを使って、システムと syslog 情報を設定します。

system {

host-name test_host;

domain-name test.juniper.net;

host-name test_host;

root-authentication {

encrypted-password "$1$uhqXoD0T$6h26f0xXExOqkPHQLvaTF0";

}
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services {

ftp;

ssh;

telnet;

web-management {

http {

interface ge-0/0/0.0;

}

}

}

syslog {

user * {

any emergency;

}

file messages {

any critical;

authorization info;

}

file interactive-commands {

interactive-commands error;

}

}

max-configurations-on-flash 5;

max-configuration-rollbacks 5;

license {

autoupdate {

url https://ae1.juniper.net/junos/key_retrieval;

}

}

ntp {

boot-server 1.2.3.4;

server 1.2.3.4;

}

}

2. 以下の設定ステートメントを使って、インターフェースを設定します。

interfaces {

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.64.75.135/16;

}

}

}

ge-0/0/1 {

unit 0 {

family inet {

address 10.100.54.1/16;

}

}

}

ge-0/0/2 {

unit 0 {

family inet {

10.101.54.1/16;
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}

}

}

3. 以下の設定ステートメントを使って、ルーティング オプションを設定します。

routing-options {

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 10.64.0.1;

route 10.11.0.0/16 next-hop 10.64.0.1;

route 172.0.0.0/8 next-hop 10.64.0.1;

route 10.64.0.0/16 next-hop 10.64.0.1;

}

}

4. 以下の設定ステートメントを使って、セキュリティ オプションを設定します。

security {

ike {

traceoptions {

file ike;

flag all;

}

proposal prop1 {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy pol1 {

mode aggressive;

proposals prop1;

pre-shared-key ascii-text "$9$YS4ZjmPQ6CuTz6Au0cSvWLxNbiHm";

}

gateway gateway1 {

ike-policy pol1;

dynamic {

hostname gateway1.juniper.net;

connections-limit 1000;

ike-user-type group-ike-id;

}

external-interface ge-0/0/0;

xauth access-profile infranet;

}

gateway gateway2 {

ike-policy pol1;

dynamic {

hostname gateway2.juniper.net;

connections-limit 1000;

ike-user-type group-ike-id;

}

external-interface ge-0/0/0;

xauth access-profile infranet;

}

}

5. 以下の設定ステートメントを使って、IPsec パラメータを設定します。
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ipsec {

proposal prop1 {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

lifetime-seconds 86400;

}

policy pol1 {

proposals prop1;

}

vpn vpn1 {

ike {

gateway gateway1;

ipsec-policy pol1;

}

establish-tunnels immediately;

}

vpn vpn2 {

ike {

gateway gateway2;

ipsec-policy pol1;

}

establish-tunnels immediately;

}

}

6. 以下の設定ステートメントを使って、画面オプションを設定します。

screen {

ids-option untrust-screen {

icmp {

ping-death;

}

ip {

source-route-option;

tear-drop;

}

tcp {

syn-flood {

alarm-threshold 1024;

attack-threshold 200;

source-threshold 1024;

destination-threshold 2048;

queue-size 2000;

timeout 20;

}

land;

}

}

}

7. 以下の設定ステートメントを使って、ゾーンを設定します。

zones {

security-zone trust {

tcp-rst;

host-inbound-traffic {
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system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

security-zone zone101 {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/2.0;

}

}

}

8. 以下の設定ステートメントを使って、UAC 用ポリシーを設定します。

policies {

inactive:from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

inactive:policy default-permit {
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match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

inactive:policy default-deny {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

policy pol1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn vpn1;

}

application-services {

uac-policy;

}

}

log {

session-init;

session-close;

}

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy pol1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

log {

session-init;

session-close;

}

}

}
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}

from-zone trust to-zone zone101 {

policy pol1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn vpn2;

}

application-services {

uac-policy;

}

}

log {

session-init;

session-close;

}

}

}

policy test {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

default-policy {

deny-all;

}

}

}

9. 以下の設定ステートメントを使って、RADIUS サーバ認証アクセスを設定します。

access {

profile infranet {

authentication-order radius;

radius-server {

10.64.160.120 secret "$9$KBoWX-YgJHqfVwqfTzCAvWL";

}

}

}

10.以下の設定ステートメントを使って、UAC 用サービスを設定します。

services {

unified-access-control {

inactive:infranet-controller IC27 {

address 3.23.1.2;
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interface ge-0/0/0.0;

password "$9$Wjl8X-Vb2GDkev4aGUHkuOB";

}

infranet-controller prabaIC {

address 10.64.160.120;

interface ge-0/0/0.0;

password "$9$jdkmT69pRhrz3hrev7Nik.";

}

traceoptions {

flag all;

}

}

}

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 418ページのIPsec を使った Junos OS エンフォーサ実装について

Junos OS エンフォーサとインフラネット エージェント 端点セキュリティ

• Junos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使った、端点セキュリティにつ

いて 426ページ

• Junos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使った、端点セキュリティの設

定 427ページ

Junos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使った、端点セキュリティについて

インフラネット エージェントは、以下のように、通信を開始する端点から始まるネットワーク

上のトラフィックの安全を確保します。

1. 端点で直接実行されるインフラネット エージェントは、端点が、統合型アクセスコントロー

ル（UAC）ホストチェッカー ポリシーに適合しているかどうかをチェックします。適合性の

判断には、UAC ホストチェッカー ポリシー内の様々な基準を使用することができます。た

とえば、端点がアンチウィルスあるいはファイアウォールを実行していることを確認するよ

うに、または端点が特定のタイプのマルウェアやプロセスを実行していないことを確認する

ように、ホストチェッカーを設定することができます。

2. インフラネット エージェントは、適合情報を、Junos OS エンフォーサに送信します。

3. Junos OS エンフォーサは、ホストチェッカーの適合結果に基づき、端点がネットワーク上

のリソースにアクセスするのを許可または拒否します。

インフラネット エージェントは端点で直接実行されますから、インフラネット エージェント

を使って、いつでも端点のセキュリティ適合性をチェックすることができます。たとえば、ユー

ザーがインフラネット コントローラにサインインしようとする際に、インフラネットエージェ

ントに、直ちに適合結果を送るよう要求することができます。インフラネット コントローラ

エージェントがインフラネット コントローラに肯定的な適合結果を返すまでは、ユーザーには

サインイン ページも表示されません。インフラネット エージェントはまた、ユーザーがサイ

ンインしたとき、またはユーザー セッション中に定期的に、適合性をチェックするようにも設

定できます。
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インフラネット エージェントを実行する端点が適切なアクセスをしたら、自動的に適合結果を

インフラネット コントローラに送信し、インフラネット コントローラは、それに従って認証

テーブル エントリを更新して、これをJunos OS エンフォーサにプッシュします。Junos OS エ

ンフォーサは、Odyssey アクセス クライアントおよび「エージェントレス」インフラネット

エージェントとの接続をサポートしています。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 統合型アクセス コントロール 管理ガイド

• 409ページのJunos OS 環境での UAC について

• 427ページのJunos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使った、端点セキュ

リティの設定

Junos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使った、端点セキュリティの設定

インフラネット エージェントを Junos OS-UAC 配備に組み入れるには、Junos OS エンフォー

サ側には特別な設定は必要ありません。他の Junos OS-UAC 配備の場合と同様に、適切な端点

へのアクセスを有効にするセキュリティ ポリシーを作成すればよいだけです。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要

• 426ページのJunos OS エンフォーサでのインフラネット エージェントを使った、端点セキュ

リティについて

Junos OS エンフォーサおよびキャプティブ ポータル

• Junos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータルについて 427ページ

• Junos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータル設定について 429ページ

• 例:Junos エンフォーサ上でキャプティブ ポータル ポリシーを作成する 430ページ

• キャプティブ ポータル リダイレクト オプションについて 433ページ

• 例:キャプティブ ポータルのリダイレクト URL を設定する 434ページ

Junos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータルについて

統合型アクセス コントロール（UAC）配備では、ユーザーは、Junos OS エンフォーサの向こう

側にある保護リソースへのアクセスを許可される前に、まず、インフラネット コントローラに

サインインして、認証を受け、端点のセキュリティ チェックを受けなければならないことに気

がつかないかもしれません。ユーザーにインフラネット コントローラにサインインさせるた

め、キャプティブ ポータル機能を設定することができます。キャプティブ ポータル機能は、

保護ソースに向けることが予定されている HTTP トラフィックを自動的に、インフラネット コ

ントローラまたは Junos OS エンフォーサで設定されている URL にリダイレクトするポリシー

を、Junos OS エンフォーサ内で設定できます。

キャプティブ ポータルは、ソース IP 実施または IPsec 実施を使用する、あるいはこの両方

の実施方法の組み合わせを使用する配備用に設定できます。
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428ページの図38は、Junos OS エンフォーサ上で有効に設定されているキャプティブ ポータル

機能を示しています。保護リソースにアクセスしようとするユーザーは、自動的にインフラネッ

ト コントローラにリダイレクトされます。

1. ユーザーは、ブラウザを使って保護リソースに移動します。

2. Junos OS エンフォーサが、ユーザーが認証されていないことを判断し、インフラネット コ

ントローラまたはその他のサーバーに要求をリダイレクトします。

3. ユーザーは、インフラネット ユーザー名とパスワードを入力してログインします。

4. インフラネット コントローラが、ユーザー認証情報を認証サーバーに渡します。

5. 認証後、インフラネット コントローラは、ユーザーをアクセスしたい保護リソースにリダ

イレクトします。

図 38: Junos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータル機能の有効化

3

5

5
Junos enforcer

Infranet controller

Protected resources

Auth server

デフォルトでは、Junos OS エンフォーサは、ユーザーが入力したリソース URL をエンコード

して、インフラネット コントローラに渡します。インフラネット コントローラは、保護リソー

ス URL を使って、ユーザーが保護リソースにナビゲートできるよう、支援します。インフラ

ネット コントローラがどのように保護リソース URL を使うかは、ユーザーの端点が Odyssey

アクセス クライアントと Junos Pulse のいずれかを実行しているかどうかに左右されます。

ユーザーの端点が Odyssey アクセス クライアントも Junos Pulse も実行していない場合（つ

まり、エージェントレスまたは Java エージェント設定になっている）、インフラネット コン

トローラは自動的に、新しいブラウザ ウィンドウを開き、HTTP を使って、ユーザーによるサ

インインの後に、保護リソースにアクセスします。端点が Odyssey アクセス クライアントを

使用している場合、インフラネット コントローラはユーザーによるサインインの後に自動的に

開くウェブページ上にハイパーリンクを挿入します。すると、ユーザーは、同じブラウザ ウィ

ンドウ上で HTTP を使って保護リソースにアクセスするためにこのハイパーリンクをクリック

しなければなりません。
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Junos OS エンフォーサは HTTP トラフィック用のキャプティブ ポータルのみをサポートして

います。HTTP を使って、あるいは非ブラウザ アプリケーション（E メール アプリケーション

等）を使って、保護リソースにアクセスしようとする場合、Junos エンフォーサはトラフィッ

クをリダイレクトしません。HTTPS または非ブラウザ アプリケーションを使う場合、保護リ

ソースにアクセスしようとする前に、まずインフラネット コントローラに手動でサインインし

なければなりません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 409ページのJunos OS 環境での UAC について

• 429ページのJunos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータル設定について

• 430ページの例:Junos エンフォーサ上でキャプティブ ポータル ポリシーを作成する

• 433ページのキャプティブ ポータル リダイレクト オプションについて

• 434ページの例:キャプティブ ポータルのリダイレクト URL を設定する

Junos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータル設定について

キャプティブ ポータル機能を設定するには、Junos OS エンフォーサ上でセキュリティ ポリ

シーを作成し、このキャプティブ ポータル セキュリティ ポリシーのリダイレクト オプショ

ンを指定します。トラフィックを外部サーバーかインフラネット コントローラのどちらかにリ

ダイレクトするよう選択することができます。また、すべてのトラフィックをリダイレクトす

るか、あるいは認証されていないトラフィックのみをリダイレクトするかも選択することがで

きます。

• Redirecting traffic to an external webserver（トラフィックを外部ウェブサーバーにリ

ダイレクト）—HTTP トラフィックを、インフラネット コントローラではなく外部ウェブサー

バーにリダイレクトするよう、Junos OS エンフォーサを設定することができます。たとえ

ば、ユーザーに対して、保護リソースにアクセスするためには、まずインフラネット コント

ローラにサインインする必要があることを説明するウェブページに、HTTP トラフィックをリ

ダイレクトすることができます。また、ユーザーによるサインインのため、ウェブページ上

にインフラネット コントローラへのリンクを入れることもできます。

• Redirecting unauthenticated traffic（認証されていないトラフィックをリダイレクト）—

配備が、ソース IP のみ、またはソース IP と IPsec の組み合わせを使う場合、このオプ

ションを選択します。Junos OS エンフォーサは、認証されていないユーザーからのクリアテ

キスト トラフィックを、現在接続しているインフラネット コントローラ、またはリダイレ

クト URL 内で指定している IP アドレスかドメイン名にリダイレクトします。ユーザーがイ

ンフラネット コントローラにサインインして、ユーザーの端点システムが、インフラネット

コントローラのセキュリティ ポリシーの要件を満たしたら、Junos OS エンフォーサは、ユー

ザーのクリアテキスト トラフィックのソース IP 配備への通過を許可します。IPsec 配備に

ついては、Odyssey アクセス クライアントは、ユーザーとJunos OS エンフォーサ間に、VPN

トンネルを作成します。Junos OS エンフォーサは次に、VPN ポリシーを使い、暗号化された

トラフィックの通過を許可します。
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• Redirecting all traffic（すべてのトラフィックをリダイレクト）—リダイレクト URL で指

定した URL にすべてのトラフィックをリダイレクトしたいときには、このオプションを指定

します。

• Redirecting traffic with multiple Infranet Controllers（複数のインフラネット コント

ローラでトラフィックをリダイレクト）—Junos OS エンフォーサでは、複数のインフラネッ

ト コントローラを設定することができますが、いつでも、1 つのインフラネット コントロー

ラにのみ接続されます。インフラネット コントローラへの接続が失敗すると、Junos OS エ

ンフォーサは、次に設定されているインフラネット コントローラへの接続を試行します。そ

の結果、ある一定の時期に、どのインフラネット コントローラが Junos OS エンフォーサに

接続しているかよくわかりません。Junos OS エンフォーサがトラフィックを接続されている

インフラネット コントローラにリダイレクトするように、デフォルトのリダイレクト URL

または%ic-ip%オプションを URL で設定します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 409ページのJunos OS 環境での UAC について

• 427ページのJunos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータルについて

• 430ページの例:Junos エンフォーサ上でキャプティブ ポータル ポリシーを作成する

• 433ページのキャプティブ ポータル リダイレクト オプションについて

• 434ページの例:キャプティブ ポータルのリダイレクト URL を設定する

例:Junos エンフォーサ上でキャプティブ ポータル ポリシーを作成する

この例では、Junos エンフォーサ上でキャプティブ ポータル ポリシーの作成のしかたを示し

ています。この例では、保護したいデータセンター リソースの前に JUNOS エンフォーサーを

配置し、JUNOS エンフォーサ上にキャプティブ ポータル機能を設定します。すると、JUNOS エ

ンフォーサは自動的に、保護リソース用に指定されている HTTP トラフィックを認証のために

インフラネット コントローラへリダイレクトします。

• 要件 430ページ

• 概要 431ページ

• 設定 431ページ

• 検証 433ページ

要件

始める前に

• インフラネット コントローラを、ユーザーがデバイスにアクセスできるよう、ネットワーク

上に配備します。インフラネット コントローラの内部ポートを使用して、ユーザーと JUNOS

エンフォーサ（この例では SRX210 デバイス）と認証サーバーを接続します。「413ページの

「Junos OS エンフォーサとインフラネット コントローラ間のコミュニケーションの設定（CLI

手順）」」を参照してください。

• セキュリティ ゾーンと JUNOS エンフォーサのインターフェースを設定します。エンドユー

ザーが、保護リソース以外の別のセキュリティ ゾーンにあることを確認してください。たと

えば、データセンター内の保護ソースは、信頼されているゾーンに設定されており、ユーザー
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は信頼されていないゾーンにあります。114ページの「例:「セキュリティ ゾーンの作成」を

参照してください。」.

• 各ユーザーを、外部認証サーバーまたはローカル認証サーバーに追加します。各ユーザーの

役割と領域を設定します。ネットワーク セキュリティの必要に基づいて、保護リソースへの

アクセスを提供することができます。「統合型アクセス コントロール管理ガイド」を参照し

てください。

概要

この例では、適合し認証されたユーザーのみがアクセスを許可されるようにすることで、信頼

されたゾーンを、LAN 上のユーザーから保護します。ネットワークには、毎月新しい、ユーザー

が参加してきます。新しいユーザーに、インフラネット コントローラにログインするよう促す

必要なく、認証されていないユーザーが自動的にインフラネット コントローラにリダイレクト

されるよう、システム上にキャプティブ ポータル機能を設定します。

本項の設定説明は、my-policyというセキュリティ ポリシーを作成し、このポリシー用のマッチ

条件を指定し、UAC ポリシーの一部としてのキャプティブ ポータル ポリシーを指定し、イン

フラネット コントローラへのトラフィックのリダイレクトの基準を設定する方法を説明してい

ます。この例では、my-policy ポリシーは、次のことを指定します。

• trust という事前に設定されたゾーンから、別の事前に設定された untrust というゾーンへ

のトラフィックを含むよう、マッチ条件を指定します。

• UAC ポリシーの一部として、my-captive-portal-policy というキャプティブ ポータル ポリ

シーを指定します。

• リダイレクト トラフィック 基準を unauthenticated （未認証）に指定します。

設定

CLI 簡単構成 キャプティブ ポータル ポリシーを簡単に作成するには、以下のコマンドをコピーして、CLI

に貼り付けてください。

[edit]

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy my-policy match

destination-address any source-address any application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy my-policy then permit

application-services uac-policy captive-portal my-captive-portal-policy

set services unified-access-control captive-portal my-captive-portal-policy redirect-traffic

unauthenticated

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。CLI のナビゲートに関

する情報については、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

Junos エンフォーサ上でキャプティブ ポータル ポリシーを作成するには、次の操作を行いま

す。

1. ポリシーのマッチ条件を指定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust policy my-policy]

user@host# set match destination-address any source-address any application any
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2. セキュリティ ポリシーで指定された条件にマッチするトラフィックに適用される、キャ

プティブ ポータル ポリシーを UAC ポリシーの一部として指定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust policy my-policy]

user@host# set then permit application-services uac-policy captive-portal

my-captive-portal-policy

3. すべての認証されていないトラフィックをインフラネット コントローラにリダイレクト

します。

[edit services unified-access-control]

user@host# set captive-portal my-captive-portal-policy redirect-traffic

unauthenticated

結果 設定モードから、show services および show security policies コマンドを入力して設定を確

認してください。意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返

して、修正します。

説明を簡単にするため、この show コマンドアウトプットは、この例に関係のある設定のみを

しています。このシステムの他の設定は、省略記号(...)に置き換えています。

[edit]

user@host# show services

unified-access-control {

captive-portal my-captive-portal-policy {

redirect-traffic unauthenticated;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

...

from-zone untrust to-zone trust {

policy my-policy {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

application-services {

uac-policy {

captive-portal my-captive-portal-policy;

}

}

}

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。
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検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• キャプティブ ポータル ポリシーの検証 433ページ

キャプティブ ポータル ポリシーの検証

目的 キャプティブ ポータル ポリシーが作成されたことを検証します。

アクション 運転モードから、show security policies detail コマンドを入力します

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 409ページのJunos OS 環境での UAC について

• 427ページのJunos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータルについて

• 429ページのJunos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータル設定について

• 433ページのキャプティブ ポータル リダイレクト オプションについて

• 434ページの例:キャプティブ ポータルのリダイレクト URL を設定する

キャプティブ ポータル リダイレクト オプションについて

デフォルトでは、キャプティブ ポータル ポリシーを設定すると、Junos OS エンフォーサは、

HTTPS を使用して、現在接続されているインフラネット コントローラに HTTP トラフィックを

リダイレクトします。Junos OS エンフォーサは、リダイレクトを実行するため、IP アドレス、

または Junos OS エンフォーサ上でインフラネット コントローラ インスタンスを設定した際

に指定したドメイン名を使用します。Junos OS エンフォーサが、デフォルトのリダイレクトに

使用する URL のフォーマットは次のとおりです。

https://%ic-ip%/?target = %dest-url% &enforcer = %enforcer-id% &policy = %policy-id%

&dest-ip = %dest-ip%

Junos OS エンフォーサを、クラスタ内の複数のインフラネット コントローラで作動するよう

設定している場合、現在のインフラネット コントローラの接続が切れると、Junos OS エン

フォーサは自動的に、HTTP トラフィックを、設定リスト内の次のアクティブなインフラネット

コントローラにリダイレクトします。Junod OS エンフォーサは、一度に 1 つのインフラネッ

ト コントローラにのみトラフィックをリダイレクトします。

そうでない場合、ブラウザはユーザにサインインするよう促す証明書を表示します。以下の場

合以外、デフォルトのリダイレクト宛先をオーバーライドする必要はありません。

• インフラネット コントローラのクラスタ用に VIP を使用しており、Junos OS エンフォーサ

がインフラネット コントローラの物理 IP アドレスに接続するよう設定されている場合。

• インフラネット コントローラではなく、ウェブサーバーにトラフィックをリダイレクトした

い場合。

• サイト上の分割 DNS または IP ルーティングの制約により、Junos OS エンフォーサが端点

以外のインフラネット コントローラの別のアドレスを使用している場合、端点がインフラ
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ネット コントローラにアクセスするために使用するドメイン名または IP アドレスを指定す

る必要があります。

434ページの表38は、リダイレクト URL 文字列内で設定できる各種オプションをリストしてい

ます。

表38: リダイレクト URL 文字列オプション

ユーザーがアクセスしようとする保護リソースを指定します。%dest-url%

インフラネット コントローラが Junos OS エンフォーサに割り当てる ID を指

定します。

%enforcer-id%

トラフィックをリダイレクトするキャプティブ ポータル セキュリティ ポリ

シーの暗号化ポリシー ID を指定します。

%policy-id%

ユーザーがアクセスしようとする保護リソースの IP アドレスまたはホスト名

を指定します。

%dest-ip%

現在、Junos OS エンフォーサが接続しているインフラネット コントローラの

IP アドレスまたはホスト名を指定します。

%ic-ip%

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 409ページのJunos OS 環境での UAC について

• 427ページのJunos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータルについて

• 429ページのJunos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータル設定について

• 430ページの例:Junos エンフォーサ上でキャプティブ ポータル ポリシーを作成する

• 434ページの例:キャプティブ ポータルのリダイレクト URL を設定する

例:キャプティブ ポータルのリダイレクト URL を設定する

この例は、現在接続しているインフラネット コントローラ、またはリダイレクト URL で指定

した IP アドレスもしくはドメイン名に、トラフィックをリダイレクトする方法を示していま

す。弊社では、認証のために、インフラネット コントローラにトラフィックをリダイレクトす

るデフォルト設定を推奨します。

• 要件 434ページ

• 概要 435ページ

• 設定 435ページ

• 検証 435ページ

要件

リダイレクト URL を指定する前に、キャプティブ ポータル ポリシーを設定していることを確

認します。キャプティブ ポータル ポリシーの作成に関する詳細については、430ページの「例：

「Junos エンフォーサ上でキャプティブ ポータル ポリシーを作成する」を参照してくださ

い。」.
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概要

この例では、トラフィックをインフラネット コントローラにリダイレクトする URL を設定し、

認証後は、トラフィックを自動的に保護ソースに送ります。本項の設定説明は、URL を

https://my-website.com に設定する方法を説明しています。

現在接続しているインフラネット コントローラ、またはリダイレクト URL で指定した IP ア

ドレスもしくはドメイン名に、トラフィックをリダイレクトできます。弊社では、認証のため

に、インフラネット コントローラにトラフィックをリダイレクトするデフォルト設定を推奨し

ます。

デフォルトのリダイレクト宛先をオーバーライドする必要がある場合、以下のリダイレクト オ

プションを組み合わせて指定することができます。

• https://IP or domain name/URL path/target=%dest-url%— インフラネット コントローラま

たはウェブサーバーでの認証後、自動的にユーザーを保護リソースに送ります。JUNOS エン

フォーサが、%dest-url% パラメータを、保護リソース URL に置き換えて、保護リソース URL

を暗号形式でインフラネット コントローラに送ります。

• https://IP or domain name/target=URL path— インフラネット コントローラまたはウェブ

サーバーでの認証後、自動的にユーザーを指定された URL に送ります。

• https://IP or domain name/URL path— 認証後、ユーザーをインフラネット コントローラ認

証ページにリダイレクトしますが、保護リソースには送りません。ユーザーは手動で、新し

いブラウザ ウィンドウを開いて、サインイン後、改めて保護リソース URL を入力する必要

があります。

• redirect-all— 全てのトラフィックを指定されたリダイレクト URL にリダイレクトします。

設定

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。CLI のナビゲートに関

する情報については、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

JUNOS エンフォーサ上で、キャプティブ ポータル機能用のリダイレクト URL を設定するには、

次の操作を行います。

1. 事前設定されたキャプティブ ポータル ポリシー用のリダイレクト URl を指定します。

[edit services unified-access-control]

user@host# set captive-portal my-captive-portal-policy redirect-url

https://192.168.0.100/target=my-website.com

2. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に作動するかどうかを検証するため、 show services unified-access-control

captive-portal my-captive-portal-policy コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•
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• 409ページのJunos OS 環境での UAC について

• 427ページのJunos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータルについて

• 429ページのJunos OS エンフォーサ上のキャプティブ ポータル設定について

• 433ページのキャプティブ ポータル リダイレクト オプションについて

Junos OS エンフォーサおよびインフラネット コントローラ クラスタのフェールオーバー

• Junos OS エンフォーサおよびインフラネット コントローラのクラスタ間の通信につい

て 436ページ

• Junos OS エンフォーサ フェールオーバー オプションの設定（CLI 手順） 437ページ

Junos OS エンフォーサおよびインフラネット コントローラのクラスタ間の通信について

インフラネット コントローラ クラスタと呼ばれる可用性の高い設定を使って、Junos OS エン

フォーサを 2 つ以上のインフラネット コントローラと稼動させるよう設定することができま

す。Junos OS エンフォーサは、一度に 1 つのインフラネット コントローラとだけ通信し、他

のインフラネット コントローラはフェールオーバーに使用されます。Junos OS エンフォーサ

は、クラスタに追加した最初のインフラネット コントローラに接続できなかった場合、再度、

失敗したインフラネット コントローラへの接続を試みます。次に、クラスタ内の他のインフラ

ネット コントローラにフェールオーバーします。接続が起こるまで、クラスタ内のインフラ

ネット コントローラへの接続の試行を続けます。

Junos OS エンフォーサが、インフラネット コントローラへの接続を確立できなかった場合、

すべての既存の認証テーブル エントリと統合型アクセス コントロール(UAC)ポリシーを保持

し、指定されたタイムアウト アクションを起こします。タイムアクションには、次のものがあ

ります。

• close— 既存のセッションをクローズし、それ以降のトラフィックをブロックします。これは

デフォルトのオプションです。

• no-change— 既存のセッションを保持し、新しいセッションのための認証を要求します。

• open— 既存のセッションを保持し、新しいセッションのアクセスを許可します。

Junos OS エンフォーサが一旦、インフラネット コントローラへの接続を再確立したら、イン

フラネット コントローラは、Junos OS エンフォーサ内に保存されている認証テーブル エント

リとUAC ポリシーを、インフラネット コントローラ内に保存されている認証テーブル エント

リとポリシーと比較して、必要に応じて、2 つの間の調整を行います。

注: Junos OS エンフォーサ上で設定されているインフラネット コントローラはす

べて、同じインフラネット コントローラ クラスタのメンバーでなければなりませ

ん。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 統合型アクセス コントロール 管理ガイド

• 415ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの実施について
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• 415ページのJunos OS エンフォーサ ポリシーの実施について

• 437ページのJunos OS エンフォーサ フェールオーバー オプションの設定（CLI 手順）

Junos OS エンフォーサ フェールオーバー オプションの設定（CLI 手順）

インフラネット コントローラ フェールオーバー処理を設定するには、Junos OS エンフォーサ

を、インフラネット コントローラ クラスタに接続するよう設定する必要があります。Junos

OS エンフォーサは、1 度につき、これらのインフラネット コントローラのうちの一つと通信

し、他のインフラネット コントローラはフェールオーバーに使用されます。

始める前に

1. UAC を関連する Junos OS セキュリティ ポリシーを通じて有効化します。「412ページの

「Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI 手順）」」を参照してください。

2. SRX シリーズまたは J シリーズデバイスを Junos OS エンフォーサとして設定します。設

定中に、Junos OS エンフォーサの接続先であるインフラネット コントローラ クラスタを

定義します。「412ページの「Junos OS 環境での UAC の有効化（CLI 手順）」」を参照して

ください。

フェールオーバー処理を設定するには、次の操作を行います。

1. Junos OS エンフォーサが、アクティブな接続であることを表すハートビート信号をインフ

ラネット コントローラからどれくらいの頻度で（秒数）受け取るかを指定します。

user@host# set services unified-access-control interval seconds

2. Junos OS エンフォーサが現在の接続のタイムアウトを検討する間隔（秒数）を指定します。

user@host# set services unified-access-control timeout seconds

3. Junos OS エンフォーサが、インフラネット コントローラ クラスタへの接続がタイムアウ

トしたときに、すべての現在およびそれ以降のトラフィックセッションをどのように取り扱

うかを指定します。

user@host# set services unified-access-control timeout-action (close | no-change |

open)

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス

• 436ページのJunos OS エンフォーサおよびインフラネット コントローラのクラスタ間の通信

について
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第6部

仮想プライベート ネットワーク

• インターネットプロトコルセキュリティ 441ページ

• 証明書用の公開鍵暗号化 535ページ

• 動的 VPN 563ページ

• グループ VPN 589ページ
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第18章

インターネットプロトコルセキュリティ

• VPN 概要 441ページ

• IKE と IPsec パケット処理について 449ページ

• IKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について 456ページ

• IKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について 459ページ

• VPN ウィザードを使って IPsec VPN を設定する 460ページ

• 例:ポリシーベース VPN の設定 461ページ

• 例:ルートベース VPN の設定 478ページ

• ハブアンドスポーク方式 VPN 495ページ

• グローバル SPI 機能および VPN 監視機能 527ページ

• 仮想ルーター 528ページ

VPN 概要

VPN (仮想プライベートネットワーク)は、インターネットのような公開された WAN 全域で各リ

モートコンピュータ間を安全に通信する手段を提供します。

VPN 接続は、2 つの LAN（サイト間 VPN)、あるいはリモート ダイヤルアップユーザーと LAN

を接続することができます。この 2 つのポイントを流れるトラフィックは、公開 WAN を構成

するルーター、スイッチ等のネットワーク設備の共有リソース内を通過します。WAN 内の通過

中、VPN 通信を安全に行うために、2 つの参加者は IPSec （IP セキュリティ）トンネルを作

成します。

注: 「トンネル」という言葉は、トンネル モードを意味するのではありません（「449

ページの「トンネル モードでのパケット処理」」を参照してください。単に IPSec

接続を表します。

IPSec は、IP パケット レイヤーで安全に通信を行うための、暗号化のための関連プロトコル

スイートです。IPsec はまた SA（セキュリティ アソシエーション）と鍵配付の手動および自

動ネゴシエーションの方法を提供します。このためのすべての属性が DOI（解釈ドメイン）に

集められます。IPsec DOI は、VPN トンネルのネゴシエーションを正常に行うために必要なす

べてのセキュリティ パラメータの定義を含むドキュメントです。基本的に、SA と IKE ネゴシ

エーションに必要とされるすべての属性に関する定義が含まれます。詳細については RFC 2407

および RFC 2408 を参照してください。
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本項には、以下の内容が含まれます。

• IPsec VPN トポロジー 442ページ

• ポリシーベース IPsec VPN 442ページ

• ルートベース IPsec VPN 443ページ

• ポリシーベース VPN とルートベース VPN の比較 443ページ

• セキュリティ アソシエーション 444ページ

• IPsec 鍵管理 445ページ

• IPsec セキュリティ プロトコル 447ページ

• IPsec トンネル ネゴシエーション 448ページ

• SRX シリーズ サービス ゲートウェイでの分散型 VPN 448ページ

IPsec VPN トポロジー

Junos オペレーティング システム（OS）がサポートしているいくつかの IPsec VPN トポロジー

を以下に挙げています。

• サイト間 VPN—組織内の 2 つのサイトを接続し、サイト間の安全なコミュニケーションを可

能にします。

• ハブアンドスポーク VPN—企業ネットワーク内において、支社から本社へ接続します。また、

ハブを通してトラフィックを送ることで、スポーク同士を接続するのにもこのトポロジーを

使用できます。

• リモート アクセス VPN—在宅勤務者や出張者が、本社やそのリソースに接続できるようにし

ます。このトポロジーは、「エンドツーサイト トンネル」とも呼ばれます。

ポリシーベース IPsec VPN

ポリシーベースの IPsec VPN は、セキュリティ ポリシーが、VPN トンネルを、ポリシーの照

合基準に合致するトラフィックのトランジットに使用するアクションとして指定します。VPN

はポリシー ステートメントとは別に設定されます。ポリシー ステートメントは、トンネルへ

のアクセスを許可するトラフィックを指定するため、VPN の名前を参照します。ポリシーベー

ス VPN では、各ポリシーがリモート ピアとの各 IPsec セキュリティー アソシエーション

（SA）を作成し、それぞれが個別の VPN トンネルとしてカウントされます。たとえば、ポリ

シー内にグループ ソースのアドレスとグループ宛先アドレスが含まれ、このアドレス セット

に属するユーザーが、宛先アドレスとして指定されているホストと通信しようと試みた場合は

いつでも、新しいトンネルがネゴシエートされ確立されます。各トンネルは、独自のネゴシエー

ション プロセスと別個の SA ペアが必要なので、ポリシーベースの IPsec VPN は、ルートベー

スの VPN よりもリソース集中型です。

ポリシーベースの VPN を使用できる例としては、次のような場合があります。

• ダイアルアップ VPN を実装している場合。

• どのトラフィックを送るべきかを決定する際に、ルートよりも高い細分性を必要とする場合

（たとえば、特定の宛先へのトラフィックが、特定のソースから発せられた場合にのみトン

ネルを通過するよう指定する必要がある場合）。
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• リモート VPN デバイスが Jupiter のデバイスではなく、各リモート サブネット用に個別の

SA が必要な場合。

ルートベース IPsec VPN

ルートベース VPN では、2 つのサイトの間にある単一の VPN トンネルを行き来するトラフィッ

クを規制するセキュリティ ポリシーを多数、構成することができますが、IKE と IPSec SA の

セットは 1 つだけです。ポリシーベースの VPN とは異なり、ルートベースの VPN について

は、ポリシーは、VPN トンネルではなく、宛先アドレスを参照します。Junos OS は、パケット

の宛先アドレスにトラフィックを送るために使用するインタフェースを見つけるためルートを

探し、セキュア トンネル インターフェースを介するルートを見つけます（st0.x）。トンネル

インターフェースは、特定の VPN トンネルに結びつけられており、ポリシー アクションが許

可される場合、トラフィックはそのトンネルにルーティングされます。

ルートベースの VPN を使用できる例としては、次のような場合があります。

• 2 つの LAN の間に重複するサブネットまたは IP アドレスがある場合。

• ネットワーク内でハブアンドスポーク VPN トポロジーが使用されており、スポークからス

ポークへのトラフィックが必要な場合。

• 一次 VPN とバックアップ VPN が必要な場合。

• VPN 上で動的ルーティング プロトコル（OSPF、RIP、BGP 等）が実行されている場合。

ポリシーベース VPN とルートベース VPN の比較

443ページの表39 は、ポリシーベース VPN とルートベース VPN の違いを要約したものです。

表39: ポリシーベース VPN とルートベース VPN の比較

ルートベース VPNポリシーベース VPN

ルートベース VPN では、ポリシーは特定の VPN トンネルを参照しませ

ん。

ポリシーベース VPN トンネルでは、トンネルはオブジェクト

として扱われ、ソース、宛先、アプリケーション、およびアク

ションと共に VPN トラフィックを許可するポリシーを構成し

ます。

ルートは、宛先 IP アドレスに基づき、どのトラフィックがトンネルを

介して送られてくるかを決定します。

トンネル ポリシーは、VPN トンネルの特定の名前を参照しま

す。

作成するルートベース VPN トンネルの数は、（ポイント間 VPNの）st0

インターフェースの数か、デバイスがサポートするトンネルの数のいず

れか低い方によって制限されます。

作成できるポリシーベース VPN トンネルの数は、デバイスが

サポートするポリシーの数によって制限されます。

ポリシーではなく、ルートがどのトラフィックがトンネルを通過するか

を決定するので、単一の SA または VPN で複数のポリシーをサポート

できます。

ポリシーベースの VPN では、同一の VPN トンネルを参照する

トンネル ポリシーを多数作成することができますが、各トン

ネルポリシー ペアは、個々の IPsec Sa とリモートピアを作

成します。各 SA が個別の VPN トンネルとしてカウントされ

ます。

ルートベースの VPN では、トラフィックの規制は送信手段と結びつけ

られていません。

ポリシーベースの VPN では、アクションを許可する必要、ま

たトンネルを含む必要があります。
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表39: ポリシーベース VPN とルートベース VPN の比較 （続き）

ルートベース VPNポリシーベース VPN

ルートベース の VPN は、VPN トンネルを介しての動的ルーティング情

報の交換をサポートしています。VPN トンネルにバインドされた st0

インターフェースで、OSPF などの動的ルーティング プロトコルのイン

スタンスを使用可能にできます。

動的ルーティング情報の交換は、ポリシーベース の VPN では

サポートされていません。

ルートベース VPN はルートを使って、トンネルに送られるトラフィッ

クを指定しますので、ポリシーは特定の VPN トンネルを参照しません。

トンネルに送られるトラフィックの指定に関して、ルートより

もさらに細分性が必要な場合は、ポリシーベース VPN をセキュ

リティ ポリシーと合わせて使うのが最善の選択です。

セキュリティ デバイスは、宛先アドレスへ送信するためにトラフィッ

クを経由させるインターフェースを見つけるためにルート ルックアッ

プを行い、安全な（st0）トンネルインターフェースを経由するルート

を見つけます。

ルートベース VPN トンネルでは、トンネルはトラフィックを送信する

ための手段として、またポリシーはそのトラフィックの送信を許可また

は拒否する方法として考えることができます。

ポリシーベース VPN トンネルでは、トンネルをポリシーの構

築要素として考えることができます。

セキュリティ アソシエーション

SA（セキュリティアソシエーション）は、通信チャンネルを安全にする際に使用する方法とパ

ラメータに関する、VPN 参加者間の 1 方向性の一致情報です。完全双方向通信には、各方向に

1 つずつ、少なくとも 2 つの SA を必要とします。IPSec トンネルは、SA を介して以下のセ

キュリティ機能を供給することができます。

• プライバシー (暗号化により)

• コンテンツ保全性 (データ認証により)

• 送信側認証、また、証明書を使用する場合では、否認防止（データ発生元認証により）

使用されるセキュリティ機能は、ニーズによって異なります。IP パケット ソースおよびコン

テンツ保全性の認証だけが必要である場合、暗号化なしで、そのパケットの認証だけを行うこ

とができます。また、プライバシーの保護のみを重視する場合、認証メカニズムを適用するこ

となくパケットを暗号化できます。あるいは、パケットの暗号化と認証の両方を行うこともで

きます。多くのネットワークセキュリティデザイナーは、VPN トラフィックを暗号化し、認証

し、リプレイ保護することを選びます。

IPSec トンネルは、トンネルの各端に 1 つずつある 1 組の 1 方向性 SA で構成されます。こ

れにより SPI（セキュリティ パラメータ インデックス）、宛先 IP アドレス、使用されるセ

キュリティ プロトコル（認証ヘッダー（AH）またはセキュリティ ペイロードのカプセル化

（ESP））を指定します。SA は、以下の通信を保護するためのコンポーネントをまとめます。

• セキュリティ アルゴリズムと鍵。

• プロトコル モード（トランスポートまたはトンネル）。Junos OS デバイスは常にトンネル

モードを使用します。（「449ページの「トンネル モードでのパケット処理」」を参照してく

ださい。）
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• 鍵管理方法(手動鍵または AutoKey IKE)（「445ページの「IPsec 鍵管理」」を参照してくだ

さい。）

• SA 寿命。

インバウンド トラフィックには、Junos OS が次の 3 つの組み合わせを使用して SA を調べま

す。

• 宛先 IP アドレス。

• セキュリティ プロトコル（AH または ESP）。（「447ページの「IPsec セキュリティ プロト

コル」」を参照してください。）

• セキュリティ パラメータ インデックス (SPI) 値。

アウトバウンド VPN トラフィックには、ポリシーが VPN トンネルと関連する SA を呼び出し

ます。

IPsec 鍵管理

鍵の配布と管理は、VPN を正しく使用するために重要です。Junos OS は、3 種の鍵作成メカニ

ズムにより、VPN トンネルを作成するための IPSec 技術をサポートしています。

• 手動鍵

• 事前共有鍵または証明書付きの Autokey IKE

フェーズ 1 およびフェーズ 2 プロポーザル設定の際に、鍵生成メカニズム（認証メソッドと

も呼ばれる）を選択することができます。「448ページの「IPsec トンネル ネゴシエーション」」

を参照してください。

注: 現在のところ、動的 VPN 機能では、手動鍵生成と証明書による AutoKey IKE

はサポートされていません。

本項には、以下の内容が含まれます。

• 手動鍵 445ページ

• AutoKey IKE 446ページ

• Diffie-Hellman 鍵交換 446ページ

手動鍵

手動鍵を使用して、トンネルの両端の管理者はセキュリティ パラメータのすべてを構成しま

す。これは、ネットワークが小さくて変化がなく、鍵の配布、保守、追跡が難しくない場合に

実行可能な技術です。しかし、手動鍵の設定を遠くまで安全に配布するには、セキュリティの

問題があります。鍵を直接手渡す場合を除いて、その鍵が転送中にまったく破損していないと

いう確信を得ることはできません。また、その鍵を変えようとするたびに、その鍵を最初に配

布した時と同じセキュリティ問題に直面してしまいます。
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AutoKey IKE

非常に多くのトンネルをつくって管理しなければならない場合、すべての要素を手動で構成し

なくてもよい方法が必要です。IPsecは、IKE (インターネット鍵交換) プロトコルを使用して、

鍵とセキュリティ アソシエーションの自動生成およびネゴシエーションをサポートします。

Junos OS では、そうした自動トンネル ネゴシエーションを AutoKey IKE と呼び、事前共有鍵

による AutoKey IKE と証明書による AutoKey IKE をサポートしています。

• 事前共有鍵による AutoKey IKE—IKE セッションで参加者を認証するために、事前共有鍵によ

るAutoKey IKEを使って、双方が前もって事前共有鍵を設定して安全に交換する必要がありま

す。この点では、安全な鍵配布の問題は手動鍵の場合と同じです。しかし、AutoKey は手動

鍵と違って、いったん配布されると、所定の間隔で IKE プロトコルを使用してその鍵を自動

的に変えることができます。鍵を頻繁に変えることでセキュリティも大幅に向上し、また自

動的に変更することで鍵管理の責任が少なくなります。ただし、鍵を変更するとトラフィッ

ク オーバーヘッドが増えるため、あまり頻繁に変更を行うとデータ伝送効率が低下してしま

います。

注: 事前共有鍵は、両方の参加者が通信を始める前に持っていなければならない

暗号化と復号化両方のための鍵です。

• 証明書によるAutoKey IKE—AutoKey IKE ネゴシエーション中に参加者を認証するために証明

書を使用する際に、各参加者は、公開/秘密鍵ペアを生成し、証明書を取得します。発行元

CA（認証局）が両参加者に信頼される限り、参加者はピアの公開鍵を取り出し、ピアの署名

を確認することができます。鍵と SA の追跡は必要ありません。 IKE が自動的に行います。

Diffie-Hellman 鍵交換

Diffie-Hellman（DH）鍵交換を使用すると、参加者は共有秘密値を作成できます。この技術の

強みは、通信路に秘密値を通過させずに、安全ではない媒体上に秘密値を作成することを許可

するということにあります。5 つの Diffie-Hellman グループがありますが、Junos OS は、グ

ループ 1、2、および 5 をサポートしています。各グループの計算で使用されるプライム モ

ジュラスの大きさは、以下のように異なります。

• DH グループ 1—768-bit モジュラス

• DH グループ 2—1024-bit モジュラス

• DH グループ 5—1536-bit モジュラス

注: DH グループ 1 のセキュリティ強度は低下しているため、使用は推奨していま

せん。

モジュラスが大きいほど、生成された鍵の安全性は高くなると考えられますが、モジュラスが

大きくなればなるほど、鍵生成プロセスには長く時間がかかることになります。各 DH グルー

プのモジュラスのサイズは異なるため、参加者は同じグループを使用することに合意する必要

があります。
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注: フェーズ 1 ネゴシエーションで複数 (最大 ４ つ) のプロポーザルを設定する

場合、全てのプロポーザルで同じ DH group グループを使用してください。同じガ

イドラインが、フェーズ 2 ネゴシエーションの複数プロポーザルにも適用されま

す。

IPsec セキュリティ プロトコル

IPSec は、IP レイヤーの通信を安全にするために次の 2 つのプロトコルを使用します。

• AH（認証ヘッダー）—IP パケットのソースを認証し、そのコンテンツの保全性を確認するた

めのセキュリティ プロトコル

• ESP (セキュリティ ペイロードのカプセル化）—IP パケット全体を暗号化する (およびその

コンテンツを認証する) ためのセキュリティ プロトコル

また、フェーズ 2 のプロポーザル設定時に、認証および暗号化アルゴリズムと呼ばれる、セ

キュリティ プロトコルも選択できます。448ページの「IPsec トンネル ネゴシエーション」を

参照してください。

本項には、以下の内容が含まれます。

• AH プロトコル 447ページ

• ESP プロトコル 447ページ

AH プロトコル

AH（認証ヘッダー）プロトコルは、パケットのコンテンツと発信元の信頼性および保全性を確

認する手段を提供します。秘密鍵と MD5 あるいは SHA-1 ハッシュ機能のどちらかを使用して、

HMAC（ハッシュベース メッセージ認証コード）を経て計算されたチェックサムによって、パ

ケットを認証することができます。

• MD5（メッセージ ダイジェスト 5）—任意に指定した長さのメッセージと 16 バイト鍵から、

128 ビット ハッシュ（デジタル署名あるいはメッセージ ダイジェストとも呼ばれる）を生

成するアルゴリズム。その結果生じるハッシュは、コンテンツおよびソースの信頼性と保全

性を確認するために、入力の指紋のように使用されます。

• SHA-1（セキュアハッシュアルゴリズム-1）—任意に指定した長さのメッセージと 20 バイト

鍵から、160 ビット ハッシュを生成するアルゴリズム。より大きなハッシュが生成されるた

め、一般に MD5 より安全とみなされます。計算処理が ASIC で行われるために、性能コスト

はごくわずかです。

注: MD5 ハッシュ アルゴリズムに関する詳細については、RFC 1321 および RFC

2403 を参照してください。SHA ハッシュアルゴリズムに関する詳細については、RFC

2404 を参照してください。HMAC の詳細は、RFC 2104 を参照してください。

ESP プロトコル

ESP（セキュリティ ペイロードのカプセル化）プロトコルは、プライバシー（暗号化）、およ

びソース認証とコンテンツ保全性(認証)を保証するための手段を提供します。トンネル モード
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での ESP は、IP パケット全体 (ヘッダーとペイロード) をカプセル化し、新規 IP ヘッダー

を暗号化されたパケットに追加します。この新規 IP ヘッダーには、保護されたデータをネッ

トワーク上で送信するために必要な宛先アドレスが含まれます。（「449ページの「トンネル

モードでのパケット処理」」を参照してください。）

ESP では、暗号化と認証、暗号化のみ、認証のみを行うことができます。暗号化用に、以下の

暗号化アルゴリズムのいずれかを選択することができます。

• DES（データ暗号化標準規格）—56 ビット鍵による暗号化ブロック アルゴリズム

• 3DES（トリプル DES）—DES のより強力なバージョン。168 ビット鍵を使用して、オリジナル

DES アルゴリズムが 3 回繰り返されます。DES は、処理性能が相当、軽減されますが、多く

の場合、機密性の高いデータの転送には適していないと考えられています。

• AES（高度暗号化標準）—新たに制定された暗号化標準であり、世界的にインターネット イン

フラストラクチャによって導入された場合、他のデバイスとの間で大きな相互運用性を提供

します。Junos OS は、128 ビット、192 ビット、および 256 ビット鍵による AES をサポー

トしています。

認証には、MD5 か SHA-1 アルゴリズムのどちらかを使用することができます。

注: 認証に NULL を選択することもできますが、そのような状況下では IPsec が攻

撃に弱くなることが分かっています。したがって、最大限のセキュリティを確保す

るため、暗号化アルゴリズムを選択することを推奨します。

IPsec トンネル ネゴシエーション

AutoKey IKE IPsec トンネルを確立するためには、次の 2 つのフェーズのネゴシエーションが

必要になります。

• フェーズ 1 で、参加者は IPSec セキュリティ アソシエーション（SA）をネゴシエートする

安全なチャネルを確立します。

• フェーズ 2 で、参加者はその後のユーザー データの交換を暗号化して認証するための IPSec

SA をネゴシエートします。

手動鍵 IPSec トンネルの場合、すべての SA（セキュリティ アソシエーション）パラメータが

あらかじめ定義されているため、どの SA を使用するかをネゴシエートする必要はありません。

基本的に、トンネルはすでに確立されています。トラフィックが、その手動鍵トンネルを使用

するポリシーに適合する場合、あるいはルートにそのトンネルが含まれる場合、Juniper Networks

デバイスは、設定されたとおりにデータを暗号化および認証し、そのデータを宛先ゲートウェ

イに転送するだけです。

SRX シリーズ サービス ゲートウェイでの分散型 VPN

SRX3000 ラインおよび SRX5000 ラインでは、IKE は IPsec のトンネル管理を行い、エンド エ

ンティティを認証します。IKE が、Diffie-Hellman（DH）鍵交換を行い、ネットワーク デバイ

ス間に IPsec トンネルを生成します。IKE で生成された IPsec トンネルは、IP レイヤー上で

のネットワーク デバイス間のユーザー トラフィックの暗号化、復号化および認証に使用され

ます。
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VPN は、プラットフォームの複数のサービス処理ユニット（SPU）間で IKE および IPsec 作業

負荷を分散することで作られます。IKE 作業負荷は、IKE パケットの4 つのタプル（ソース IP

アドレス、宛先 IP アドレスおよび UDP ポート）から生成された鍵に基づき分散されます。作

業負荷の分散は、論理的にアンカー SPU を割り当て、この論理 SPU を、その時点での構成に

基づき、物理 SPU にマッピングすることで行われます。この分散により、ホット スワップや

SPC 障害によりデバイス内の SPU の数や構成が変更されることを防ぎます。デバイス内の SPU

がルーティング エンジンと通信して、分散型 VPN を作ります。

IPsec では、作業負荷は、IKE を分散するのと同じアルゴリズムを使って分散されます。特定

の VPN トンネルの端末ポイント用のフェーズ 2 SA は、特定のSPU が排他的に所有していま

す。そしてこのフェーズ 2 SA に属するすべての IPsec パケットは、IPsec 処理のために、そ

の SA のアンカー SPU に転送されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 461ページの例:ポリシーベース VPN の設定

• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

• 449ページのIKE と IPsec パケット処理について

• 456ページのフェーズ 1 IKE トンネル ネゴシエーションについて

• 459ページのフェーズ 2 IKE トンネル ネゴシエーションについて

• 495ページのハブアンドスポーク方式 VPN について

IKE と IPsec パケット処理について

IPsec VPN トンネルはトンネル セットアップと応用セキュリティで構成されています。トンネ

ル セットアップの際に、ピアは、セキュリティアソシエーション (SA) を確立し、ピア間のト

ラフィックを保護するパラメータを定義します。（「441ページの「VPN 概要」」を参照してく

ださい。）トンネルが確立されると、IPsec は、トンネル セットアップ中に SA により定義さ

れたセキュリティ パラメータを使って、2 つのトンネルのエンドポイント間で送信されるトラ

フィックを保護します。Junos OS 実装内では、IPsec はトンネル モードで使用され、セキュ

リティ ペイロードのカプセル化（ESP）および認証ヘッダ（AH）プロトコルをサポートしてい

ます。

本項には、以下の内容が含まれます。

• トンネル モードでのパケット処理 449ページ

• IKE パケット処理 451ページ

• IPsec パケット処理 454ページ

トンネル モードでのパケット処理

IPSecは、トランスポートまたはトンネル、いずれかのモードで動作します。トンネルの両端が

ホストの場合、どちらのモードも使用できます。少なくとも トンネルの端点の 1 つが Junos

OS ルーターやファイアウォールのようなセキュリティ ゲートウェイの場合、トンネル モード

を使用する必要があります。Juniper Networks デバイスは常に、IPsec トンネルに関してはト

ンネル モードで動作します。

449Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第18章: インターネットプロトコルセキュリティ



450ページの図39 に示されるように、トンネル モードでは、オリジナル IP パケット全体（ペ

イロードおよびヘッダー）は、もう 1 つの IP ペイロード内にカプセル化され、新いヘッダー

が追加されます。オリジナルパケット全体を、暗号化、認証、またはその両方を行えます。認

証ヘッダ（AH）プロトコル内で、AH と新しいヘッダーも認証されます。セキュリティ ペイロー

ドのカプセル化（ESP）プロトコルでは、ESP ヘッダを認証できます。

図 39: トンネル モード

サイト間 VPN では、新しいヘッダに使用されるソースアドレスと宛先アドレスは、出力イン

ターフェイスの IP アドレスです。450ページの図40を参照してください。

図 40: トンネル モードのサイト間 VPN

ダイヤルアップ VPN では、トンネルの VPN ダイヤルアップクライアント終端にはトンネルゲー

トウェイは全くありません。 トンネルは、直接クライアントまで達します(451ページの図41を

参照してください）。この場合、ダイヤルアップ クライアントから送信されるパケットでは新

しいヘッダーとカプセル化された元のヘッダーはどちらも IP アドレスがクライアントのコン

ピュータと同じとなります’。
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注: 動的 VPN クライアントや Netscreen-Remote などの、いくつかの VPN クライ

アントは、仮想内部 IP アドレス（「sticky address」とも呼ばれます）を使いま

す。Netscreen-Remote では、仮想 IP アドレスを定義することが可能です。動的

VPN クライアントは、XAuth 設定交換の際に割り当てられた仮想 IP アドレスを使

用します。この場合、仮想内部 IP アドレスは、クライアントから送出されるトラ

フィックの元のパケットヘッダー内のソース IP アドレスであり、ISP がダイヤル

アップ クライアントに動的に割り当てる IP アドレスは外部ヘッダーのソース IP

アドレスです。

図 41: トンネル モードのダイヤルアップ VPN

IKE パケット処理

トンネルを必要としているセキュリティ デバイスにクリアテキストパケットが到着し、そのト

ンネルのアクティブなフェーズ 2 SA がない場合、Junos OS は IKE ネゴシエーションを開始

し、そのパケットをドロップします。IP パケット ヘッダーのソース アドレスと宛先アドレス

は、それぞれローカルおよびリモートの IKE ゲートウェイのアドレスとなります。IP パケッ

ト ペイロードには、ISAKMP (IKE) パケットをカプセル化している UDP セグメントがありま

す。フェーズ 1 とフェーズ 2 の IKE パケット形式は同じです。452ページの図42を参照して

ください。

一方、ソース ホストはドロップされたパケットを再び送信します。通常、2 回目のパケットが

到着するまでに、IKE ネゴシエーションは完了し、転送するまでの間、Junos OS が、それ以降

のセッション中の全パケットも含め、IPSec で保護しています。
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図 42: フェーズ 1 と 2 の IKE パケット

[次のペイロード]フィールドには、以下のいずれかのペイロード タイプを示す数値を入力しま

す。

• 0002—SA ネゴシエーション ペイロードには、フェーズ 1 またはフェーズ 2 SA の定義が含

まれています。

• 0004—提案ペイロードは、フェーズ 1 またはフェーズ 2 のプロポーザルにできます。

• 0008—変換ペイロードは、SA ペイロードでカプセル化されたプロポーザル ペイロードをカプ

セル化します。
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• 0010—IKE（Key Exchange）ペイロードには、Diffie-Hellman 公開値など鍵交換を実行するた

めに必要な情報が含まれています。

• 0020—Idx（識別番号）ペイロード。

• フェーズ 1 では、IDii が開始側 ID を表し、IDir が受信側 ID を表します。

• フェーズ 2 では、IDui が開始側ユーザー、IDur が受信側ユーザーを表します。

ID には、FQDN、U-FQDN、IP アドレス、ASN.1_DN などの IKE ID タイプが入ります。

• 0040—CERT（証明書）ペイロード。

• 0080—CERT_REQ（証明書要求）ペイロード。

• 0100—Hash（ハッシュ）ペイロードには、特定のハッシュ関数のダイジェスト出力が含まれて

います。

• 0200—SIG（署名）ペイロードには、デジタル署名が含まれています。

• 0400—Nonce (Nx) ペイロードには、交換に必要な擬似乱数が含まれています。

• 0800—通知ペイロード。

• 1000—ISAKMP 削除ペイロード。

• 2000—VID（ベンダー ID）ペイロードは、フェーズ 1 のネゴシエーションのどこにでも入れ

ることができます。Junos OS は、NAT-T 対応の印として使用します。

453ページの図43に示されるように、各 ISAKMP ペイロードは、次のような同一の汎用ヘッダー

から開始します。

図 43: 汎用 ISAKMP ペイロードヘッダー

次のヘッダーフィールドの値で示される、それ以降の各ペイロード タイプを繋げて、複数の

ISAKMP ペイロードにすることができます。値 0000 は最後の ISAKMP ペイロードを表します。

454ページの図44の例を参照してください。
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図 44: 汎用 ISAKMP ペイロードのISAKMP ヘッダー

IPsec パケット処理

IKE ネゴシエーションが完了し、2 つのIKE ゲートウェイがフェーズ 1 およびフェーズ 2

のセキュリティ アソシエーション（SA）を確立したら、その後のパケットはすべて、トンネル

を使って転送されます。フェーズ 2 SA がトンネル モードで ESP（カプセル化されたセキュ

リティ ペイロード）を指定すると、パケットは454ページの図45のようになります。ここで、デ

バイスは、開始側のホストが送信する元のパケットに 2 つのヘッダーを追加します。

注: ESP については、「ESP プロトコル」を参照してください。トンネル モードに

関しては、「449ページの「トンネル モードでのパケット処理」」を参照してくださ

い。

454ページの図45のように、開始側ホストが構築するパケットには、ペイロード、TCP ヘッダー、

内部 IP ヘッダー（IP1）が含まれています。

図 45: IPsec パケット—トンネル モードでのESP

Junos OS が追加するルーター IP ヘッダー（IP2）には、宛先 IP アドレスとしてリモート

ゲートウェイの IP アドレスとソース IP アドレスとしてローカル ルーターの IP アドレスが

含まれています。さらに、Junos OS は、外部 IP ヘッダーと内部 IP ヘッダーの間に ESP ヘッ
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ダーも追加します。ESP ヘッダーには、リモート ピアがパケットを受信すると、それを適切に

処理するための情報が含まれています。455ページの図46に示されています。

図 46: 外部 IP ヘッダー（IP2）と ESP ヘッダー

次のヘッダーフィールドは、ペイロード フィールドのデータ タイプを示します。トンネル

モードでは、この値は 4 で、これは IP パケットがペイロード内に含まれていることを表しま

す。456ページの図47を参照してください。
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図 47: 内部 IP ヘッダー（P1）と TCP ヘッダー

g0
30

68
8

Inner IP Header (IP1)

Version Header Type of Service

Identification O MD Fragment Offset

Header Checksum

Source Address (Installing Host)

Destination Address (Receiving Host)

IP Options (if any)

Payload

Padding

TCP Header

Time to Live (TTL) Protocol (6 for TCP)

Total Packet Length (in Bytes)

Source Port

Sequence Number

Acknowledgement Number

Header
Length

Checksum

IP Options (if any)

Data

Padding

Destination Port

Reserved
U
R
G

A
C
K

R
S
T

P
S
H

F
I
N

S
Y
N

Window Size

Urgent Pointer

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 441ページのVPN 概要

• 456ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について

• 459ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について

• 495ページのハブアンドスポーク方式 VPN について

• 461ページの例:ポリシーベース VPN の設定

• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

IKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について

AutoKey インターネット鍵交換（IKE）トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 は、チャネ

ルをどのように認証して保護するかについてのプロポーザルを交換します。参加者は、以下の

ような、好ましいセキュリティ サービスに関するプロポーザルを交換します。
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• 暗号化アルゴリズム—データ暗号化規格（DES)、トリプルデータ暗号化規格（3DES）、および

Advanced Encryption Standard（AES）447ページの「IPsec セキュリティ プロトコル」を参

照してください。）

• 認証アルゴリズム—メッセージ ダイジェスト 5（MD5）およびセキュア ハッシュ アルゴリズ

ム（SHA-1）447ページの「IPsec セキュリティ プロトコル」を参照してください。）

• Diffie-Hellman（DH）グループ（446ページの「Diffie-Hellman 鍵交換」を参照してくださ

い。）

• 事前共有鍵または RSA/DSA 証明書。445ページの「IPsec 鍵管理」を参照してください。）

フェーズ 1 ネゴシエーションは、トンネルの両端が、提案された フェーズ 1 セキュリティ

パラメータの少なくとも 1 セットを受け入れることに同意し、それらを処理すると終了しま

す。Juniper Networks デバイスは、フェーズ 1 のネゴシエーション用にプロポーザルを 4

つまでサポートしますので、受け入れる予定の鍵ネゴシエーション用のセキュリティ パラメー

タの範囲をどこまで限定的にするかを定義できます。

Junos OS は、以下の定義済みのフェーズ 1 プロポーザルを提供しています。

• Standard — pre-g2-aes128-sha と pre-g2-3des-sha

• Compatible — pre-g2-3des-sha、pre-g2-3des-md5、pre-g2-des-sha、および pre-g2-des-md5

• Basic — pre-g1-des-sha および pre-g1-des-md5

カスタムのフェーズ 1 提案を定義することもできます。

フェーズ 1 は、メイン モード か アグレッシブ モードのいずれかで行われます。モードは、

IKE ポリシー設定の際に選択できます。

本項には、以下の内容が含まれます。

• メインモード 457ページ

• アグレッシブ モード 458ページ

• XAuth サポートによるローカル IP アドレス管理 458ページ

メインモード

メインモードでは、開始側と受信側は、以下のサービスを完成するために3つの双方向交換（合

計6つのメッセージ）を送信します。

• 第 1 交換、 (メッセージ 1 および 2)—暗号化および認証アルゴリズムを提案し、受け入れ

ます。

• 第 2 交換、（メッセージ 3 および 4）—DH 鍵交換を実行し、開始側と受信側はそれぞれ疑

似乱数を提供します。

• 第 3 交換、（メッセージ 5 および 6）—開始側と受信側のＩＤを送信し、検証します。

第 3 のメッセージ交換で送信される情報は、第 1 と第 2 の交換で確立された暗号化アルゴリ

ズムによって保護されます。したがって、参加者の身元は暗号化されますので、そのままで送

信されることはありません。
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アグレッシブ モード

アグレッシブモードでは、開始側と受信側は、メイン モードと同じ目的を果たしますが、交換

は 2 回だけ行われ、メッセージ数は合計で 3 つです。

• 第 1 メッセージ—開始側は、セキュリティ アソシエーション（SA）を提案し、DH 鍵交換を

起動し、疑似乱数とその IKE 識別を送信します。

• 第 2 メッセージ—受信側は SA を承認し、開始側を認証して、疑似乱数とその IKE ID を送

信し、証明書を使用している場合は受信側の証明書を送信します。

• 第 3 メッセージ—開始側は、受信側を認証し、交換を確認し、そして証明書を使用する場合、

受信側の証明書を送信します。

参加者の ID は 第 1 と第 2 のメッセージで暗号化されずに交換されるため、アグレッシブ

モードは ID 保護を提供しません。

注: ダイヤルアップ VPN ユーザーが事前共有鍵による AutoKey IKE トンネルをネ

ゴシエートするときは、アグレッシブモードを使用する必要があります。したがっ

て、必ず、動的 VPN 機能とアグレッシブ モードを合わせて使用する必要がありま

す。ダイアルアップ VPN ユーザーは、Ｅ メールアドレス、完全修飾ドメイン名

（FQDN）、または IP アドレスを IKE IDとして使用できることにも注意してくださ

い。動的ピアは Ｅ メールアドレスと FQDN のどちらも使用できますが、IP アドレ

スは使用できません。

XAuth サポートによるローカル IP アドレス管理

拡張認証（XAuth）を設定する際には、インターネット鍵交換（IKE）フェーズ 1 セキュリティ

アソシエーション（SA）が確立された後に、ユーザー名とパスワードを入力しなければなりま

せん。AUTHD が受け取った信用情報を認証します。

認証が成功すると、AUTHD は IKE または XAuth に以下のネットワークパラメータを送信しま

す。

• IP アドレス

• ドメイン名システム（DNS）

• Windows インターネットネーミングサービス（WINS）

IP アドレスを、ローカルで設定された IP アドレス プールから引き出すことができます。AUTHD

は、もはや使用されていないときは、IP アドレスのリリースに、IKE または XAuth を必要と

します。IKE は、IP セキュリティ（IPsec）トンネルを確立するためのメカニズムを提供しま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 441ページのVPN 概要

• 459ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について

• 461ページの例:ポリシーベース VPN の設定
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• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

IKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について

参加者が安全で認証済みのチャンネルを確立すると、次にフェーズ 2 に進み、IPsec トンネル

を介して送信されるデータの安全を確保するため、セキュリティ アソシエーション（SA）をネ

ゴシエートします。

フェーズ 1 のプロセスと同様に、参加者は、どのセキュリティ パラメータを SA で使用する

かを決定するためにプロポーザルを交換します。フェーズ 2 のプロポーザルにも、ESP（セ

キュリティ ペイロードのカプセル化）と AH（認証ヘッダー）のどちらかのセキュリティ プロ

トコルと、選択した暗号化および認証アルゴリズムが含まれます。PFS（完全転送機密保持）が

必要であれば、このプロポーザルで Diffie-Hellman グループを指定することもできます。

フェーズ 1 で使用されたモードにかかわらず、フェーズ 2 は常にクイック モードで動作

し、3 つのメッセージ交換を伴います。

Juniper Networks デバイスはフェーズ 2 ネゴシエーションでプロポーザルを 4 つまでサポー

トしているため、受け入れるトンネル パラメータの範囲をどの程度限定的にするかを定義でき

ます。Junos OS は、以下の定義済みのフェーズ 2 プロポーザルを提供しています。

• Standard—g2-esp-3des-sha および g2-esp-aes128-sha

• Compatible—nopfs-esp-3des-sha、nopfs-esp-3des-md5、nopfs-esp-des-sha および

nopfs-esp-des-md5

• Basic—nopfs-esp-des-sha および nopfs-esp-des-md5

カスタムのフェーズ 2 提案を定義することもできます。

本項には、以下の内容が含まれます。

• プロキシ ID 459ページ

• 完全転送機密保持 459ページ

• 再生保護 460ページ

プロキシ ID

フェーズ 2では、ピアはプロキシ ID を交換します。プロキシ ID はローカルおよびリモート

IP アドレスのプレフィックスで構成されています。どちらのピアのプロキシ ID も合致しなけ

ればなりません。つまり、一方のピアについて指定したローカル IP アドレスが、もう一方の

ピアについて指定したリモート IP アドレスと同じでなければならないということです。

完全転送機密保持

PFS はフェーズ 2の鍵を導出するための方法で、この鍵はこれまでに説明した鍵から独立し

ており関係がありません。代わりに、フェーズ 1 プロポーザルが作成する鍵（SKEYID_d 鍵）

から、すべてのフェーズ 2 鍵が導出されます。SKEYID_d 鍵は、最低限の CPU 処理でフェー

ズ 2 鍵を生成できます。不正パーティが SKEYID_d 鍵にアクセスすると、すべての暗号鍵は

役に立たなくなってしまいます。
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PFSは、各フェーズ 2 トンネルに対して、新規の DH 鍵交換の実行を強要することによってこ

のセキュリティ スクに対処します。フェーズ 2 の再入力手順は、 PFS を使用可能にすると

時間が少し余計にかかりますが、PFS を使用することでより安全となります。

再生保護

認証されていない者が、一連のパケットを妨害し、のちにそのパケットを使用して、DoS (サー

ビス拒否)を引き起こし、システムをフラッドさせる、またはトラステッドネットワークに入る

場合に、再生攻撃が起こります。Junos OS の再生保護機能によって、デバイスはすべての IPSec

パケットを調べて、以前に受信されているかどうかを確認できます。パケットが指定したシー

ケンス範囲外に達すれば、Junos OS はそのパケットを拒否します。この機能を使用すると、パ

ケットは常にシーケンス番号と共に送信されるため、ネゴシエーションを必要としません。シー

ケンス番号を確認するかしないかだけを選択します

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 441ページのVPN 概要

• 461ページの例:ポリシーベース VPN の設定

• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

VPN ウィザードを使って IPsec VPN を設定する

VPN ウィザードを使うと、フェーズ 1 とフェーズ 2 も含めて、基本的な IPsec VPN 設定を行

えます。さらに高度な設定をする場合は、J-Web インターフェイスか CLI を使用します。

VPN ウィザードを使って IPsec VPN を設定するには、次の操作を行います。

1. J-Web インターフェイスで、Configure>Wizards>VPN Wizard を選択します。

2. Launch VPN Wizard ボタンをクリックします。

3. ウィザード プロンプトに従います。

ウィザードページの左上に、今、設定プロセスのどこにいるのかが表示されます。ページの左

下には、フィールドに関連するヘルプが表示されます。「リソース」のヘッディングの下のリ

ンクをクリックすると、ブラウザ内でドキュメントが開きます。新しいタブでドキュメントが

開いた場合には、ドキュメントを閉じるときにタブだけを（ブラウザ ウィンドウではなく）閉

じるようにしてください。

関連項目 441ページのVPN 概要•

• 456ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 1 について

• 459ページのIKE トンネル ネゴシエーションのフェーズ 2 について
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例:ポリシーベース VPN の設定

この例は、支社と本社間で安全にデータを転送するために、どのようにポリシーベース IP VPN

を設定するかを説明しています。

• 要件 461ページ

• 概要 461ページ

• 設定 465ページ

• 検証 474ページ

要件

この例では次のようなハードウェアを想定します。

• SRX240 デバイス

• SSG140 デバイス

開始する前に、「441ページの「VPN 概要」」を読んでください。

概要

この例では、イリノイ州シカゴの支社について、トンネルリソースを保存する必要がない、あ

るいはトンネルを通過するトラフィックをフィルタリングするために多くのセキュリティポリ

シーを設定する必要がないため、ポリシーベース VPN を設定します。シカゴ支社のユーザー

は、VPN を使ってカリフォルニア州サニーベールの本社に接続します。

462ページの図48 はポリシーベース VPN トポロジーの例です。このトポロジーでは、SRX シリー

ズ デバイスがサニーベールに設置されており、シカゴには SSG シリーズ デバイス（または

サードパーティのデバイス）が設置されています。
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図 48: ポリシーベース VPN のトポロジー
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IKE IPsec トンネル確立は 2 段階で起こります。フェーズ 1 で、参加者は IPSec セキュリ

ティ アソシエーション（SA）をネゴシエートする安全なチャネルを確立します。フェーズ 2

では、参加者はトンネル内を通過するトラフィックの認証用の PSec SA をネゴシエートしま

す。トンネルネゴシエーションが 2 段階であるように、トンネル設定にも 2 つの段階があり

ます。
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この例では、インターフース、 IPv4 デフォルトルート、セキュリティ ゾーン、アドレス帳を

設定します。次に、IKE フェーズ 1、IPsec フェーズ 2、セキュリティ ポリシー、TCP-MSS パ

ラメータを設定します。463ページの表40から465ページの表44を参照してください。)

表40: インターフェース、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報

設定パラメータ名前機能

10.10.10.1/24ge-0/0/0.0インターフェース

1.1.1.2/30ge-0/0/3.0

• 全てのシステムを許可します。

• ge-0/0/0.0 interface はこのゾーンに結

びつけられています。

trustセキュリ ティゾーン

• IKE だけが、許可されるシステム サービ

スです。

• ge-0/0/0.0 interface はこのゾーンに結

びつけられています。

untrust

• このアドレスはTrust ゾーンのアドレス帳

用です。

• このアドレス帳エントリ用のアドレスは

10.10.10.0/24 です。

sunnyvaleアドレス帳エントリ

• このアドレスはアンTrust ゾーンのアドレ

ス帳用です。

• このアドレス帳エントリ用のアドレスは

192.168.168.0/24です。

chicago

表41: IKE フェーズ 1 設定パラメータ

設定パラメータ名前機能

• 認証方法 :pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ：group2

• 認証アルゴリズム：sha1

• 暗号化アルゴリズム：aes-128-cbc

ike-phase1-proposalプロポーザル

• モード:main

• プロポーザル参照：ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法：pre-shared-key ascii-text

ike-phase1-policyポリシー

• IKE ポリシー参照：ike-phase1-policy

• 外部インターフェース：ge-0/0/3.0

• ゲートウェイ アドレス: 2.2.2.2

gw-chicagoゲートウェイ
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表42: IPsec フェーズ 2 設定パラメータ

設定パラメータ名前機能

• プロトコル :esp

• 認証アルゴリズム：hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム：aes-128-cbc

ipsec-phase2-proposalプロポーザル

• プロポーザル参照：ipsec-phase2-proposal

• PFS:Diffie-Hellman group2

ipsec-phase2-policyポリシー

• IKE ゲートウェイ参照：gw-chicago

• IPsec ポリシー参照：ipsec-phase2-policy

ike-vpn-chicagoVPN

表43: セキュリティ ポリシー設定パラメータ

設定パラメータ名前目的

• 合致基準：

• source-address sunnyvale

• destination-address chicago

• application any

• 許可アクション：tunnel ipsec-vpn

ike-vpn-chicago

• 許可アクション：tunnel pair-policy vpn-untr-tr

vpn-tr-untrこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust ゾー

ンへのトラフィックを許可します。

• 合致基準：

• source-address chicago

• destination-address sunnyvale

• application any

• 許可アクション：tunnel ipsec-vpn

ike-vpn-chicago

• 許可アクション：tunnel pair-policy vpn-tr-untr

vpn-untr-trこのセキュリティ ポリシーは、untrust ゾーンから trust ゾー

ンへのトラフィックを許可します。

• 合致基準：

• source-address any

• source-destination any

• application any

• アクション:permit

permit-anyこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから untrust ゾー

ンへの全てのトラフィックを許可します。

注: permit-any セキュリティポリシーの前に vpn-tr-untr ポリ

シーを置く必要があります。Junos OS はリストの上から順番に

セキュリティ ポリシーのルックアップを行います。permit-any

ポリシーが vpn-tr-untr ポリシーの前にある場合、trust ゾー

ンからの全てのトラフィックが permit-any ポリシーと合致する

ので、許可されます。したがって、どのトラフィックも

vpn-tr-untr ポリシーに合致しません。
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表44: TCP-MSS 設定パラメータ

設定パラメータ目的

MSS 値： 1350TCP-MSS はTCP 三方向ハンドシェイクの一環としてネゴシエートされ、ネットワーク上の最大送信単位（MTU）の限

度に適するよう、TCP セグメントの最大サイズを制限します。これは VPN トラフィックにとっては特に重要です。

IPsec カプセル化オーバーヘッドは、IP およびフレーム オーバーヘッドと共に、結果として生じるセキュリティ

ペイロードのカプセル化（ESP）パケットを、物理インターフェースの MTU を超えさせてしまう可能性があり、断

片化を生じさせるからです。断片化により、結果的に帯域幅およびデバイスリソースの使用が増えます。

注: MTU が 1500 以上のほとんどのイーサネットベースのネットワークでは、開始点としての値 1350 を推奨して

います。最適な性能を得るためには、様々な TCP-MSS 値で実験してみる必要があるでしょう。たとえば、パス内の

デバイスの MTU が低い場合や、PPP やFrame Relay 等の追加のオーバーヘッドがある場合に、値を変更してみる必

要があるかもしれません。

設定

基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報を設定する

CLI 簡単構成 基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報を簡単に設定するには、以

下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/3.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust address-book address chicago 192.168.168.0/24

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust address-book address sunnyvale 10.10.10.0/24

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報を設定するには、以下の操

作を行います。

1. イーサネット インターフェース情報を設定します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

2. 静的ルート情報を設定します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

3. untrust セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone untrust

4. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]
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user@host# set interfaces ge-0/0/3.0

5. セキュリティ ゾーン用に許可するシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

6. Untrust ゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set address-book address chicago 192.168.168.0/24

7. trust セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone trust

8. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/0.0

9. セキュリティ ゾーン用に許可するシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

10. trust ゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set address-book address sunnyvale 10.10.10.0/24

結果 設定モードから、 show interfaces、show routing-options およびshow security zones コマン

ドを入力して設定を確認します。意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設

定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.10.10.1/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.2/30

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

}

[edit]
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user@host# show security zones

security-zone untrust {

address-book {

address chicago 192.168.168.0/24{

}

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

security-zone trust {

address-book {

address sunnyvale 10.10.10.0/24{

}

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

IKE の設定

CLI 簡単構成 IKE を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ike-phase1-policy mode main

set security ike policy ike-phase1-policy proposals ike-phase1-proposal

set security ike policy ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

set security ike gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

set security ike gateway gw-chicago ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-chicago address 2.2.2.2

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

IKE を設定するには、次の操作を行います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ike-phase1-proposal
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2. IKE プロポーザル認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザル Diffe-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set dh-group group2

4. IKE プロポーザル認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザル暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike-phase1-policy

7. IKE フェーズ 1 ポリシー モードを設定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set mode main

8. IkE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set proposals ike-phase1-proposal

9. IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@host# set gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシー参照を定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set ike-policy ike-phase1-policy

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、外部インターフェースを定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

13. IKE フェーズ 1 ポリシー参照を定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set ike-policy ike-phase1-policy

結果 設定モードから、show security ike コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた設

定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]
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user@host# show security ike

proposal ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ike-phase1-policy {

mode main;

proposals ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$9VMTp1RvWLdwYKMJDkmF3ylKM87Vb2oZjws5F"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw-chicago {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 2.2.2.2;

external-interface ge-0/0/3.0;

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

IPSec の構成

CLI 簡単構成 IPsec を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal protocol esp

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy proposals ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

IPsec を設定するには、次の操作を行います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@host# set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザル プロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザル認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザル暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc
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5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザル参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set proposals ipsec-phase2-proposal

7. Diffie-Hellman グループ 2 を使うための IPsec フェーズ 2 PFS を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを設定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

結果 設定モードから、show security ipsec コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた

設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipsec-phase2-proposal;

}

vpn ike-vpn-chicago {

ike {

gateway gw-chicago;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

セキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 セキュリティ ポリシーを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付け

ます。

[edit]

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr match

source-address sunnyvale
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set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr match

destination-address chicago

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr then permit

tunnel ipsec-vpn ike-vpn-chicago

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr then permit

tunnel pair-policy vpn-untr-tr

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr match

source-address chicago

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr match

destination-address sunnyvale

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr then permit

tunnel ipsec-vpn ike-vpn-chicago

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy vpn-untr-tr then permit

tunnel pair-policy vpn-tr-untr

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any match source-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-any then permit

insert security policies from-zone trust to-zone untrust policy vpn-tr-untr before policy

permit-any

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

セキュリティ ポリシーを構成するには、次の操作を行います。

1. trust ゾーンから untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy vpn-tr-untr match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-tr-untr match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-tr-untr match application any

user@host# set policy vpn-tr-untr then permit tunnel ipsec-vpn ike-vpn-chicago

user@host# set policy vpn-tr-untr then permit tunnel pair-policy vpn-untr-tr

2. untrust ゾーンから trust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

作成します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy vpn-untr-tr match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-untr-tr match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-untr-tr match application any

user@host# set policy vpn-untr-tr then permit tunnel ipsec-vpn ike-vpn-chicago

user@host# set policy vpn-untr-tr then permit tunnel pair-policy vpn-tr-untr

3. trust ゾーンから untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを

作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]
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user@host# set policy permit-any match source-address any

user@host# set policy vpn-untr-tr match destination-address any

user@host# set policy vpn-untr-tr match application any

user@host# set policy vpn-untr-tr then permit

4. vpn-tr-untr セキュリティ ポリシーが permit-any セキュリティ ポリシーの前になるよ

う、セキュリティ ポリシーを並べ替えます。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# insert policy vpn-tr-untr before policy permit-any

結果 設定モードから、show security policies コマンドを入力して、設定を確認します。意図して

いた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy vpn-tr-untr {

match {

source-address sunnyvale;

destination-address chicago;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn ike-vpn-chicago;

pair-policy vpn-untr-tr;

}

}

}

}

policy permit-any {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

許可

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy vpn-untr-tr {

match {

source-address chicago;

destination-address sunnyvale;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn ike-vpn-chicago;

pair-policy vpn-tr-untr;

}
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}

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

Configuring TCP-MSS

CLI 簡単構成 TCP-MSS 情報を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 TCP-MSS 情報を設定するには、次の操作を行います。

1. TCP-MSS 情報を設定します。

[edit]

user@host# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

結果 設定モードから、show security flow コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた

設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

SSG シリーズ デバイスの設定

CLI 簡単構成 参考として、SSG シリーズ デバイスでの設定を説明しています。SSG シリーズ デバイスの設

定に関しては、http://www.juniper.net/techpubs にある「ScreenOS リファランスガイドのコン

セプトと例」を参照してください。

SSG シリーズ デバイスを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付け

ます。

set interface ethernet0/6 zone Trust

set interface ethernet0/0 zone Untrust

set interface ethernet0/6 ip 192.168.168.1/24

set interface ethernet0/6 route

set interface ethernet0/0 ip 2.2.2.2/30

set interface ethernet0/0 route

set flow tcp-mss 1350

set address Trust “local-net” 192.168.168.0 255.255.255.0

set address Untrust "corp-net" 10.10.10.0 255.255.255.0

set ike gateway corp-ike address 1.1.1.2 Main outgoing-interface ethernet0/0 preshare

395psksecr3t sec-level standard

set vpn corp-vpn gateway corp-ike replay tunnel idletime 0 sec-level standard
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set policy id 11 from Trust to Untrust “local-net” “corp-net” “ANY” tunnel vpn

“corp-vpn” pair-policy 10

set policy id 10 from Untrust to Trust “corp-net” “local-net” “ANY” tunnel vpn

“corp-vpn” pair-policy 11

set policy id 1 from Trust to Untrust “ANY” “ANY” “ANY” nat src permit

set route 0.0.0.0/0 interface ethernet0/0 gateway 2.2.2.1

検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの検証 474ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの検証 476ページ

• IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの見直し 477ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの検証

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを検証します。

アクション 注: 認証プロセスを開始する前に、10.10.10/24 ネットワーク上のホストから、

192.168.168/24 ネットワーク上のホストにトラフィックを送信する必要がありま

す。ポリシーベース VPN については、別のホストがトラフィックを生成しなければ

なりません。SRX シリーズ デバイスから開始したトラフィックは VPN ポリシーと

合致しません。テストトラフィックを、VPN の一端にある別のデバイスから VPN の

もう一端にある別のデバイスに送ることを推奨します。たとえば、10.10.10.10 か

ら 192.168.168.10 に送ります。

運転モードから、show security ike security-associations コマンドを入力しますコマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

4 2.2.2.2 UP 5e1db3f9d50b0de6 e50865d9ebf134f8 Main

user@host> show security ike security-associations index 4 detail

IKE peer 2.2.2.2, Index 4,

Role: Responder, State: UP

Initiator cookie: 5e1db3f9d50b0de6, Responder cookie: e50865d9ebf134f8

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 1.1.1.2:500, Remote: 2.2.2.2:500

Lifetime: Expires in 28770 seconds

Algorithms:

Authentication : sha1

Encryption : aes-128-cbc

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 852

Output bytes : 856

Input packets : 5

Output packets : 4

Flags: Caller notification sent
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IPSec security associations: 1 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 0

意味 show security ike security-associations コマンドで、全てのアクティブな IKE フェーズ 1

セキュリティ アソシエーション（SA）がリストされます。SA が 1 つもリストされなかった場

合、フェーズ 1 の確立に問題があったということです。IKE ポリシー パラメータと外部イン

ターフェースの設定を確認してください。

SA がリストされたら、次の情報を確認します。

• インデックス—これは、各 IKE SA 独自の値で、SA に関する詳細情報を得るために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス—リモート IP アドレスが正しいことを確認します。

• 状態

• UP—フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN—フェーズ 1 SA の確立の際に問題が生じています。

• モード—正しいモードが使用されているか確認してください。

設定内の次の事項が正しいか確認してください。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません。）

• IKE ポリシー パラーメタ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で合致しなければなりません。）

show security ike security-associations index 1 detail コマンドにより、インデックス番号

「1」のセキュリティ アソシエーションに関する追加情報がリストされます。

• 使用される認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の寿命

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます。）

• イニシエータおよびレスポンダの役割情報

注: トラブルシューティングは、レスポンダのロールを使ったピア上で最もうま

く行きます。

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中の フェーズ 2 ネゴシエーションの数
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IPsec フェーズ 2 ステータスの検証

目的 IPsec フェーズ 2 ステータスを検証します。

アクション 運転モードから、show security ipsec security-associations コマンドを入力しますコマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

total configured sa: 2

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<2 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 a63eb26f 3565/ unlim - 0

>2 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 a1024ed9 3565/ unlim - 0

user@host> show security ipsec security-associations index 2 detail

Virtual-system: Root

Local Gateway: 1.1.1.2, Remote Gateway: 2.2.2.2

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=10.10.10.0/24)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=192.168.168.0/24)

DF-bit: clear

Policy-name: vpnpolicy-unt-tr

Direction: inbound, SPI: 2789126767, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3558 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2986 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

Direction: outbound, SPI: 2701283033,, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3558 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2986 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

意味 show security ipsec security-associations コマンドを入力すると、以下の情報がリストされま

す。

• ID 番号は 2 です。この値をshow security ipsec security-associations index コマンドに

使って、特定の SA に関する詳細情報を取得します。

• ポート 500 を使う IPsec SA ペアが存在し、これは NAT-traversal が実装されていないこ

とを意味します。（NAT-traversal は、ポート 4500、あるいは無作為の数字の大きいポート

を使用します。）

• 両方向の SPI、寿命（秒数）および使用制限（またはKB でのライフサイズ）が表示されま

す。3565/ unlim 値は、フェーズ 2 の寿命が3565 秒で終わり、ライフサイズが指定されて

いない、つまり制限がないことを示しています。フェーズ 2 は VPN が確立された後は、

フェーズ 1 に依存しないので、フェーズ 2 の寿命は、フェーズ 1 の寿命と異なります。

• VPN 監視は、Mon 欄内のハイフンが示すように、この SA では有効化されていません。VPN

監視が有効化されていると、U (up) または D (down) がリストされます。

• バーチャルシステム（vsys）はルートシステムで、必ず 0 をリストします。
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show security ipsec security-associations index 16384 detail コマンドを入力すると、以下の

情報がリストされます。

• ローカル ID とリモート ID が SA のプロキシ ID を構成します。

プロキシ ID の不一致が、フェーズ 2 が失敗する理由の中で最もよくある理由です。ポリ

シーベース VPN では、プロキシ ID はセキュリティ ポリシーから引き出されます。ローカ

ル アドレスとリモート アドレスは、アドレス帳エントリから引き出され、サービスは、ポ

リシー用に設定されたアプリケーションから引き出されます。フェーズ 2 がプロキシ ID の

不一致により失敗した場合、ポリシーを使って、どのアドレス帳エントリが設定されている

かを確認できます。アドレスが、送信された情報と合致しているかどうかを確認してくださ

い。サービスをチェックして、ポートと、送信される情報が合致しているかどうかを確認し

てください。

注: サードパーティ ベンダーによっては、合致するプロキシ ID を手動で入力す

る必要がある場合があります。

IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの見直し

目的 Psec セキュリティ アソシエーションの ESP および認証ヘッダーカウンタとエラーを見直しま

す。

アクション 運転モードから、統計を見たい VPN のインデックス番号を使って、show security ipsec

statistics index index_number コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec statistics index 2

ESP Statistics:

Encrypted bytes: 920

Decrypted bytes: 6208

Encrypted packets: 5

Decrypted packets: 87

AH Statistics:

Input bytes: 0

Output bytes: 0

Input packets: 0

Output packets: 0

Errors:

AH authentication failures: 0, Replay errors: 0

ESP authentication failures: 0, ESP decryption failures: 0

Bad headers: 0, Bad trailers: 0

また、show security ipsec statistics コマンドを使って、全ての SA の統計とエラーを見直す

こともできます。

全ての IPsec の統計をクリアするには、clear security ipsec statistics コマンドを使いま

す。

意味 VPN 内でパケット紛失問題があった場合、show security ipsec statistics コマンドまたは show

security ipsec statistics detail コマンドを数回実行して、暗号化・復号化パケットのカウン

ターが上がるかどうかを確認することができます。また、他のエラー カウンタも上がっている

かどうかもチェックしなければなりません。
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 441ページのVPN 概要

• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

• 496ページの例:ハブアンドスポーク方式 VPN の設定

例:ルートベース VPN の設定

この例は、支社と本社間で安全にデータを転送するために、どのようにルートベース IP VPN

を設定するかを説明しています。

• 要件 478ページ

• 概要 478ページ

• 設定 482ページ

• 検証 490ページ

要件

この例では次のようなハードウェアを想定します。

• SRX240 デバイス

• SSG140 デバイス

開始する前に、「441ページの「VPN 概要」」を読んでください。

概要

この例では、イリノイ州シカゴの支店について、トンネル リソースを保存したいが、VPN トラ

フィックについては細かい制約をつけたいので、ルートベースの VPN を設定します。シカゴ支

社のユーザーは、VPN を使ってカリフォルニア州サニーベールの本社に接続します。

479ページの図49 はルートベース VPN トポロジーの例です。このトポロジーでは、SRX シリー

ズ デバイスがサニーベールに設置されており、シカゴには SSG シリーズ デバイス（または

サードパーティのデバイス）が設置されています。
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図 49: ルートベース VPN のトポロジー
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この例では、インターフェイス、 IPv4 デフォルトルート、セキュリティ ゾーン、アドレス

ブックを設定します。次に、IKE フェーズ 1、IPsec フェーズ 2、セキュリティ ポリシー、

TCP-MSS パラメータを設定します。この例で使用されている各設定パラメータについては、480

ページの表45から481ページの表49を参照してください。
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表45: インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーンおよびアドレス ブック情報

設定パラメータ名前機能

10.10.10.1/24ge-0/0/0.0インターフェース

1.1.1.2/30ge-0/0/3.0

10.11.11.10/24st0.0 (tunnel interface)

ネクスト ホップ は1.1.1.1。0.0.0.0/0（デフォルト ルート）静的ルート

ネクスト ホップ は st0.0。192.168.168.0/24

• 全てのシステムを許可します。

• ge-0/0/0.0 interface はこのゾーンに結

びつけられています。

trustセキュリ ティゾーン

• IKE だけが、許可されるシステム サービ

スです。

• ge-0/0/0.0 interface はこのゾーンに結

びつけられています。

untrust

st0.0 インターフェースはこのゾーンに結び

つけられています。

vpn-chicago

• このアドレスはTrust ゾーンのアドレス帳

用です。

• このアドレス帳エントリ用のアドレスは

10.10.10.0/24 です。

sunnyvaleアドレス帳エントリ

• このアドレスはアンTrust ゾーンのアドレ

ス帳用です。

• このアドレス帳エントリ用のアドレスは

192.168.168.0/24です。

chicago

表46: IKE フェーズ 1 設定パラメータ

設定パラメータ名前機能

• 認証方法 :pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ：group2

• 認証アルゴリズム：sha1

• 暗号化アルゴリズム：aes-128-cbc

ike-phase1-proposalプロポーザル

• モード:main

• プロポーザル参照：ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法：pre-shared-key ascii-text

ike-phase1-policyポリシー

• IKE ポリシー参照：ike-phase1-policy

• 外部インターフェース：ge-0/0/3.0

• ゲートウェイ アドレス: 2.2.2.2

gw-chicagoゲートウェイ
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表47: IPsec フェーズ 2 設定パラメータ

設定パラメータ名前機能

• プロトコル :esp

• 認証アルゴリズム：hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム：aes-128-cbc

ipsec-phase2-proposalプロポーザル

• プロポーザル参照：ipsec-phase2-proposal

• PFS:Diffie-Hellman group2

ipsec-phase2-policyポリシー

• IKE ゲートウェイ参照：gw-chicago

• IPsec ポリシー参照：ipsec-phase2-policy

• Bind to Interface:st0.0

ike-vpn-chicagoVPN

表48: セキュリティ ポリシー設定パラメータ

設定パラメータ名前目的

• 合致基準：

• source-address sunnyvale

• destination-address chicago

• application any

• アクション:許可

vpn-tr-chiこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾーンから

vpn-chicago ゾーンへのトラフィックを許可します。

• 合致基準：

• source-address chicago

• destination-address sunnyvale

• application any

• アクション:許可

vpn-chi-trこのセキュリティ ポリシーは、vpn-chicago ゾーンか

ら trust ゾーンへのトラフィックを許可します。

表49: TCP-MSS 設定パラメータ

設定パラメータ目的

MSS 値： 1350TCP-MSS はTCP 三方向ハンドシェイクの一環としてネ

ゴシエートされ、ネットワーク上の MTU の限度に適

するよう、TCP セグメントの最大サイズを制限しま

す。VPN トラフィックに関しては、IPsec カプセル化

オーバーヘッドは、IP およびフレーム オーバーヘッ

ドと共に、結果として生じるセキュリティペイロード

のカプセル化（ESP）パケットを、物理インターフェー

スの MTU を超えさせてしまう可能性があり、断片化

を生じさせるからです。断片化により、帯域幅および

デバイス リソースが増加します。

注: MTU が 1500 以上のほとんどのイーサネットベー

スのネットワークでは、開始点としての値 1350 を推

奨しています。最適な性能を得るためには、様々な

TCP-MSS 値で実験してみる必要があるでしょう。たと

えば、パス内のデバイスの MTU が低い場合や、PPP

やFrame Relay 等の追加のオーバーヘッドがある場合

に、値を変更してみる必要があるかもしれません。
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設定

• インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーンおよびアドレス ブック情報の設

定 482ページ

• IKE の設定 485ページ

• IPSec の構成 486ページ

• セキュリティ ポリシーの構成 488ページ

• Configuring TCP-MSS 489ページ

• SSG シリーズ デバイスの設定 490ページ

インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーンおよびアドレス ブック情報の設定

CLI 簡単構成 インターフェース、静的ルート、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報を簡単に設定する

には、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop st0.0

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/3.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust address-book address sunnyvale 10.10.10.0/24

set security zones security-zone vpn-chicago interfaces st0.0

set security zones security-zone vpn-chicago address-book address chicago 192.168.168.0/24

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報を設定するには、以下の操

作を行います。

1. イーサネット インターフェース情報を設定します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

user@host# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

user@host# set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

2. 静的ルート情報を設定します。

[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

user@host# set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop st0.0

3. untrust セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone untrust

4. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。
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[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set interfaces ge-0/0/3.0

5. セキュリティ ゾーン用に許可するシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services ike

6. trust セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone trust

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set interfaces ge-0/0/0.0

8. trust セキュリティ ゾーン用に許可するシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set host-inbound-traffic system-services all

9. trust セキュリティゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@host# set address-book address sunnyvale 10.10.10.0/24

10. vpn-chicago セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@host# edit security zones security-zone vpn-chicago

11. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone vpn-chicago]

user@host# set interfaces st0.0

12. vpn-chicago ゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone vpn-chicago]

user@host# set address-book address chicago 192.168.168.0/24

結果 設定モードから、 show interfaces、show routing-options およびshow security zones コマン

ドを入力して設定を確認します。意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設

定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.10.10.1/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.2/30

}
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}

}

st0{

unit 0 {

family inet {

address 10.11.11.10/24

}

}

}

[edit]

user@host# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

route 192.168.168.0/24 next-hop st0.0;

}

[edit]

user@host# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

security-zone trust {

address-book {

address sunnyvale 10.10.10.0/24;

}

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone vpn-chicago {

host-inbound-traffic {

address-book {

address chicago 192.168.168.0/24;

}

}

interfaces {

st0.0;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。
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IKE の設定

CLI 簡単構成 IKE を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ike-phase1-policy mode main

set security ike policy ike-phase1-policy proposals ike-phase1-proposal

set security ike policy ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

set security ike gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

set security ike gateway gw-chicago ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-chicago address 2.2.2.2

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

IKE を設定するには、次の操作を行います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@host# set proposal ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザル認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザル Diffe-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set dh-group group2

4. IKE プロポーザル認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザル暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike-phase1-policy

7. IKE フェーズ 1 ポリシー モードを設定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set mode main

8. IkE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set proposals ike-phase1-proposal
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9. IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@host# set pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@host# set gateway gw-chicago external-interface ge-0/0/3.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシー参照を定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set ike-policy ike-phase1-policy

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイ アドレスを定義します。

[edit security ike gateway gw-chicago]

user@host# set address 2.2.2.2

結果 設定モードから、show security ike コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた設

定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security ike

proposal ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ike-phase1-policy {

mode main;

proposals ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$9VMTp1RvWLdwYKMJDkmF3ylKM87Vb2oZjws5F"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw-chicago {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 2.2.2.2;

external-interface ge-0/0/3.0;

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

IPSec の構成

CLI 簡単構成 IPsec を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal protocol esp

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy proposals ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

set security ipsec vpn ike-vpn-chicago bind-interface st0.0
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ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

IPsec を設定するには、次の操作を行います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@host# set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザル プロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザル認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザル暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@host# set encryption-algorithm aes-128-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザル参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set proposals ipsec-phase2-proposal

7. Diffie-Hellman グループ 2 を使うための IPsec フェーズ 2 PFS を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを設定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago ike gateway gw-chicago

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

10. 結びつけるインターフェースを指定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn ike-vpn-chicago bind-interface st0.0

結果 設定モードから、show security ipsec コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた

設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security ipsec

proposal ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;
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authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipsec-phase2-proposal;

}

vpn ike-vpn-chicago {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway gw-chicago;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

セキュリティ ポリシーの構成

CLI 簡単構成 セキュリティ ポリシーを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付け

ます。

[edit]

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi match

source-address sunnyvale

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi match

destination-address chicago

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi match

application any

set security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago policy vpn-tr-chi then permit

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr match

source-address chicago

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr match

destination-address sunnyvale

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr match

application any

set security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust policy vpn-chi-tr then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

セキュリティ ポリシーを構成するには、次の操作を行います。

1. trust ゾーンから vpn-chicago ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。

[edit security policies from-zone trust to-zone vpn-chicago]

user@host# set policy vpn-tr-chi match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-tr-chi match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-tr-chi match application any

user@host# set policy vpn-tr-chi then permit

2. vpn-chicago ゾーンから trust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリ

シーを作成します。
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[edit security policies from-zone vpn-chicago to-zone trust]

user@host# set policy vpn-chi-tr match source-address sunnyvale

user@host# set policy vpn-chi-tr match destination-address chicago

user@host# set policy vpn-chi-tr match application any

user@host# set policy vpn-chi-tr then permit

結果 設定モードから、show security policies コマンドを入力して、設定を確認します。意図して

いた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone vpn-chicago {

policy vpn-tr-vpn {

match {

source-address sunnyvale;

destination-address chicago;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone vpn-chicago to-zone trust {

policy vpn-tr-vpn {

match {

source-address chicago;

destination-address sunnyvale;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

Configuring TCP-MSS

CLI 簡単構成 TCP-MSS 情報を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

TCP-MSS 情報を設定するには、次の操作を行います。

1. TCP-MSS 情報を設定します。

[edit]

user@host# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350
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結果 設定モードから、show security flow コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた

設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

SSG シリーズ デバイスの設定

CLI 簡単構成 参考として、SSG シリーズ デバイスでの設定を説明しています。SSG シリーズ デバイスの設

定に関しては、http://www.juniper.net/techpubs にある「ScreenOS リファランスガイドのコン

セプトと例」を参照してください。

SSG シリーズ デバイスを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付け

ます。

set zone name vpn-chicago

set interface ethernet0/6 zone Trust

set interface ethernet0/0 zone Untrust

set interface tunnel.1 zone vpn-chicago

set interface ethernet0/6 ip 192.168.168.1/24

set interface ethernet0/6 route

set interface ethernet0/0 ip 2.2.2.2/30

set interface ethernet0/0 route

set interface tunnel.1 ip 10.11.11.11/24

set flow tcp-mss 1350

set address Trust “192.168.168-net” 192.168.168.0 255.255.255.0

set address vpn-chicago "10.10.10-net" 10.10.10.0 255.255.255.0

set ike gateway corp-ike address 1.1.1.2 Main outgoing-interface ethernet0/0 preshare

395psksecr3t sec-level standard

set vpn corp-vpn gateway corp-ike replay tunnel idletime 0 sec-level standard

set vpn corp-vpn monitor optimized rekey

set vpn corp-vpn bind interface tunnel.1

set policy from Trust to Untrust “ANY” “ANY” “ANY” nat src permit

set policy from Trust to vpn-chicago “192.168.168-net” “10.10.10-net” “ANY” permit

set policy from vpn-chicago to Trust “10.10.10-net” “192.168.168-net” “ANY” permit

set route 10.10.10.0/24 interface tunnel.1

set route 0.0.0.0/0 interface ethernet0/0 gateway 2.2.2.1

検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの検証 491ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの検証 492ページ

• IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの見直し 494ページ

• VPN 内のトラフィックフローのテスト 494ページ
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IKE フェーズ 1 ステータスの検証

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを検証します。

アクション 注: 認証プロセスを開始する前に、10.10.10/24 ネットワーク上のホストから、

192.168.168/24 ネットワーク上のホストにトラフィックを送信する必要がありま

す。ルートベース VPN については、トラフィックをトンネルを介して SRX シリー

ズ デバイスから開始することができます。IPsec トンネルをテストする際には、テ

スト トラフィックを、VPN の一端にある別のデバイスから VPN のもう一端にある

別のデバイスに送ることを推奨します。たとえば、10.10.10.10 から 192.168.168.10

に ping を送ります。

運転モードから、show security ike security-associations コマンドを入力しますコマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

1 2.2.2.2 UP 744a594d957dd513 1e1307db82f58387 Main

user@host> show security ike security-associations index 1 detail

IKE peer 2.2.2.2, Index 1,

Role: Responder, State: UP

Initiator cookie: 744a594d957dd513, Responder cookie: 1e1307db82f58387

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 1.1.1.2:500, Remote: 2.2.2.2:500

Lifetime: Expires in 28570 seconds

Algorithms:

Authentication : sha1

Encryption : aes-cbc (128 bits)

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 852

Output bytes : 940

Input packets : 5

Output packets : 5

Flags: Caller notification sent

IPSec security associations: 1 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 0

意味 show security ike security-associations コマンドで、全てのアクティブな IKE フェーズ 1

SAがリストされます。SA が 1 つもリストされなかった場合、フェーズ 1 の確立に問題があっ

たということです。IKE ポリシー パラメータと外部インターフェースの設定を確認してくださ

い。

SA がリストされたら、次の情報を確認します。

• インデックス—これは、各 IKE SA 独自の値で、SA に関する詳細情報を得るために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス—リモート IP アドレスが正しいことを確認します。

• 状態
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• UP—フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN—フェーズ 1 SA の確立の際に問題が生じています。

• モード—正しいモードが使用されているか確認してください。

設定内の次の事項が正しいか確認してください。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません。）

• IKE ポリシー パラーメタ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で合致しなければなりません。）

show security ike security-associations index 1 detail コマンドにより、インデックス番号

「1」のセキュリティ アソシエーションに関する追加情報がリストされます。

• 使用される認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の寿命

• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます。）

• 役割情報

注: トラブルシューティングは、レスポンダのロールを使ったピア上で最もうま

く行きます。

• イニシエータおよびレスポンダの情報

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中の フェーズ 2 ネゴシエーションの数

IPsec フェーズ 2 ステータスの検証

目的 IPsec フェーズ 2 ステータスを検証します。

アクション 運転モードから、show security ipsec security-associations コマンドを入力しますコマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec security-associations

total configured sa: 2

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 76d64d1d 3363/ unlim - 0

>16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 a1024ee2 3363/ unlim - 0

user@host> show security ipsec security-associations index 16384 detail

Virtual-system: Root

Local Gateway: 1.1.1.2, Remote Gateway: 2.2.2.2
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Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=10.10.10.0/24)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=192.168.168.0/24)

DF-bit: clear

Direction: inbound, SPI: 1993755933, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3352 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2775 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

Direction: outbound, SPI: 2701283042, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 3352 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 2775 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc

(128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

意味 show security ipsec security-associations コマンドを入力すると、以下の情報がリストされま

す。

• ID 番号は 16384 です。この値をshow security ipsec security-associations index コマンド

に使って、特定の SA に関する詳細情報を取得します。

• ポート 500 を使う IPsec SA ペアが存在し、これは NAT-traversal が実装されていないこ

とを意味します。（NAT-traversal は、ポート 4500、あるいは無作為の数字の大きいポート

を使用します。）

• 両方向の SPI、寿命（秒数）および使用制限（またはKB でのライフサイズ）が表示されま

す。3363/ unlim 値は、フェーズ 2 の寿命が3363 秒で終わり、ライフサイズが指定されて

いない、つまり制限がないことを示しています。フェーズ 2 は VPN が確立された後は、

フェーズ 1 に依存しないので、フェーズ 2 の寿命は、フェーズ 1 の寿命と異なります。

• VPN 監視は、Mon 欄内のハイフンが示すように、この SA では有効化されていません。VPN

監視が有効化されている場合、U は監視が up であること、D は監視が down であることを

示します。

• バーチャル システム（vsys）はルート システムで、必ず 0 をリストします。

show security ipsec security-associations index 16384 detail コマンドを入力すると、以下の

情報がリストされます。

• ローカル ID とリモート ID が SA のプロキシ ID を構成します。

プロキシ ID の不一致が、フェーズ 2 が失敗する原因の中で最もよくある原因です。IPsec

SA が 1 つもリスト表示されない場合、フェーズ 2 プロポーザル（プロキシ ID の設定も含

む）がどちらのピアについても正しいかどうかを確認してください。ルートベース VPN で

は、デフォルト プロキシ ID は local=0.0.0.0/0、remote=0.0.0.0/0、service=any です。

同一ピア IP からの複数のルートベース VPN の場合に問題が起こる場合があります。その場

合、各 IPsec SA 用に一意のプロキシ ID を指定しなければなりません。サードパーティ ベ

ンダーによっては、合致するプロキシ ID を手動で入力する必要がある場合があります。
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• フェーズ 2 が失敗するもう一つのよくある理由は、ST インターフェースの結びつきを指定

していない場合です。IPsec が完了できない場合、kmd ログをチェックするか、traceoptions

を設定します。

IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの見直し

目的 Psec セキュリティ アソシエーションの ESP および認証ヘッダーカウンタとエラーを見直しま

す。

アクション 運転モードから、統計を見たい VPN のインデックス番号を使って、show security ipsec

statistics index index_number コマンドを入力します。

user@host> show security ipsec statistics index 16384

ESP Statistics:

Encrypted bytes: 920

Decrypted bytes: 6208

Encrypted packets: 5

Decrypted packets: 87

AH Statistics:

Input bytes: 0

Output bytes: 0

Input packets: 0

Output packets: 0

Errors:

AH authentication failures: 0, Replay errors: 0

ESP authentication failures: 0, ESP decryption failures: 0

Bad headers: 0, Bad trailers: 0

また、show security ipsec statistics コマンドを使って、全ての SA の統計とエラーを見直す

こともできます。

全ての IPsec の統計をクリアするには、clear security ipsec statistics コマンドを使いま

す。

意味 VPN 内でパケット紛失問題があった場合、show security ipsec statistics コマンドまたは show

security ipsec statistics detail コマンドを数回実行して、暗号化・復号化パケットのカウン

ターが上がるかどうかを確認することができます。また、他のエラー カウンタも上がっている

かどうかもチェックしなければなりません。

VPN 内のトラフィックフローのテスト

目的 VPN 内のトラフィックフローを検証します。

アクション SRX シリーズ デバイスから ping コマンドを使って、リモート ホスト PC へのトラフィック

フローをテストすることができます。ルート ルックアップが適切で、ポリシー ルックアップ

の際に適切なセキュリティ ゾーンが参照されるよう、ソース インターフェースを指定してく

ださい。

運転モードから、ping コマンドを入力します。

ssg-> ping 192.168.168.10 interface ge-0/0/0 count 5

PING 192.168.168.10 (192.168.168.10): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=0 ttl=127 time=8.287 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=1 ttl=127 time=4.119 ms
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64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=2 ttl=127 time=5.399 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=3 ttl=127 time=4.361 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=4 ttl=127 time=5.137 ms

--- 192.168.168.10 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 4.119/5.461/8.287/1.490 ms

また、SSG シリーズ デバイスから ping コマンドを使用することもできます。

user@host> ping 10.10.10.10 from ethernet0/6

Type escape sequence to abort

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 1 seconds from ethernet0/6

!!!!!

Success Rate is 100 percent (5/5), round-trip time min/avg/max=4/4/5 ms

意味 SRX シリーズまたは SSG シリーズのデバイスからの ping コマンドが失敗した場合、ルーティ

ング、セキュリティポリシー、エンドホスト、またはESP パケットの暗号化と復号化に問題が

あるかもしれません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 441ページのVPN 概要

ハブアンドスポーク方式 VPN

• ハブアンドスポーク方式 VPN について 495ページ

• 例:ハブアンドスポーク方式 VPN の設定 496ページ

ハブアンドスポーク方式 VPN について

あるデバイスを端点とする 2 つの VPN トンネルを作成すると、デバイスが 1 つのトンネルか

ら出たトラフィックをもう 1 つのトンネルに誘導できるように、ルートのペアを設定すること

ができます。また、1 つのトンネルからもう 1 つのトンネルへのトラフィックの通過を許可す

るポリシーも作成する必要があります。このような方法は、ハブアンドスポーク方式 VPN と呼

ばれます。（「496ページの図50」を参照してください。）

複数の VPN を構成し、任意の2つのトンネル間でトラフィックをルーティングすることもでき

ます。

注: SRX シリーズ デバイスは、ルートベースのハブアンドスポーク機能のみをサ

ポートしています。
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図 50: ハブアンドスポーク方式 VPN 設定における複数トンネル

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 496ページの例:ハブアンドスポーク方式 VPN の設定

例:ハブアンドスポーク方式 VPN の設定

この例は、企業クラスの配備用のハブアンドスポーク方式 IPsec VPN の設定のしかたを説明し

ています。

• 要件 496ページ

• 概要 496ページ

• 設定 502ページ

• 検証 521ページ

要件

この例では次のようなハードウェアを想定します。

• SRX240 デバイス

• SRX5800 デバイス

• SSG140 デバイス

開始する前に、「441ページの「VPN 概要」」を読んでください。

概要

この例は、一般的に企業の支社で使われるハブアンドスポーク方式 VPN の設定のしかたを説明

しています。ハブが本社であり、カリフォルニア州サニーベールの支社、マサチューセッツ州

ウェストフォードの支社の2 つのスポークがあります。支社のユーザーは、本社との間でデー

タを安全に送るため VPN を使用します。

497ページの図51 は、ハブアンドスポーク方式 VPN のトポロジー例です。このトポロジーでは、

SRX5800 デバイスが本社に設置されています。SRX240 デバイスがウェストフォード支社に、ま

たSSH140 デバイスがサニーベール支社に設置されています。
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図 51: ハブアンドスポーク方式 VPN トポロジー
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この例では、本社をハブとして、ウェストフォード支社とサニーベール支社をスポークとして

構成します。まず、インターフェイス、 IPv4 デフォルトルート、セキュリティ ゾーン、アド

レスブックを設定します。次に IKE フェーズ 1 と IPsec フェーズ 2 のパラメータを設定し

て、st0.0 インターフェースを IPsec VPN に結びつけます。ハブでは、st0.0 をマルチポイン

ト用に設定し、サニーベールスポーク用に静的 NHTB テーブルエントリを追加します。最後に、

セキュリティ ポリシーと TCP-MSS パラメータを設定します。この例で使用されている各設定

パラメータについては、497ページの表50から502ページの表54を参照してください。

表50: インターフェース、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報

設定パラメータ名前機能ハブまたはスポーク

10.10.10.1/24ge-0/0/0.0インターフェースハブ

1.1.1.2/30ge-0/0/3.0

10.11.11.10/24st0

3.3.3.2/30ge-0/0/0.0インターフェーススポーク
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表50: インターフェース、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報 （続き）

設定パラメータ名前機能ハブまたはスポーク

192.168.178.1/24ge-0/0/3.0

10.11.11.12/24st0

• 全てのシステムを許可します。

• ge-0/0/0.0 interface はこの

ゾーンに結びつけられていま

す。

trustセキュリ ティゾーンハブ

• IKE だけが、許可されるシス

テム サービスです。

• ge-0/0/0.0 interface はこの

ゾーンに結びつけられていま

す。

untrust

st0.0 インターフェースはこの

ゾーンに結びつけられています。

vpn

• 全てのシステムを許可します。

• ge-0/0/0.0 interface はこの

ゾーンに結びつけられていま

す。

trustセキュリ ティゾーンスポーク

• IKE だけが、許可されるシス

テム サービスです。

• ge-0/0/0.0 interface はこの

ゾーンに結びつけられていま

す。

untrust

st0.0 インターフェースはこの

ゾーンに結びつけられています。

vpn

• このアドレスはTrust ゾーン

のアドレス帳用です。

• このアドレス帳エントリ用の

アドレスは 10.10.10.0/24 で

す。

local-netアドレス帳エントリハブ

• このアドレス帳は、vpn ゾー

ンのアドレス帳用です。

• このアドレス帳エントリ用の

アドレスは 192.168.168.0/24

です。

sunnyvale-net

• このアドレスは vpn ゾーンの

アドレス帳用です。

• このアドレス帳エントリ用の

アドレスは 192.168.178.0/24

です。

westford-net
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表50: インターフェース、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報 （続き）

設定パラメータ名前機能ハブまたはスポーク

• このアドレスはTrust ゾーン

のアドレス帳用です。

• このアドレス帳エントリ用の

アドレスは

192.168.168.178.0/24 です。

local-netアドレス帳エントリスポーク

• このアドレスは vpn ゾーンの

アドレス帳用です。

• このアドレス帳エントリ用の

アドレスは 10.10.10.0/24 で

す。

corp-net

• このアドレスは vpn ゾーンの

アドレス帳用です。

• このアドレス帳エントリ用の

アドレスは 192.168.168.0/24

です。

sunnyvale-net

表51: IKE フェーズ 1 設定パラメータ

設定パラメータ名前機能

ハブまたは

スポーク

• 認証方法 :pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ：group2

• 認証アルゴリズム：sha1

• 暗号化アルゴリズム：aes-128-cbc

ike-phase1-proposalプロポーザルハブ

• モード:main

• プロポーザル参照：ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法：pre-shared-key ascii-text

ike-phase1-policyポリシー

• IKE ポリシー参照：ike-phase1-policy

• 外部インターフェース：ge-0/0/3.0

• ゲートウェイ アドレス: 3.3.3.2

gw-westfordゲートウェイ

• IKE ポリシー参照：ike-phase1-policy

• 外部インターフェース：ge-0/0/3.0

• ゲートウェイ アドレス: 2.2.2.2

gw-sunnyvale

• 認証方法 :pre-shared-keys

• Diffie-Hellman グループ：group2

• 認証アルゴリズム：sha1

• 暗号化アルゴリズム：aes-128-cbc

ike-phase1-proposalプロポーザルスポーク

• モード:main

• プロポーザル参照：ike-phase1-proposal

• IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法：pre-shared-key ascii-text

ike-phase1-policyポリシー

499Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第18章: インターネットプロトコルセキュリティ



表51: IKE フェーズ 1 設定パラメータ （続き）

設定パラメータ名前機能

ハブまたは

スポーク

• IKE ポリシー参照：ike-phase1-policy

• 外部インターフェース：ge-0/0/0.0

• ゲートウェイ アドレス: 1.1.1.2

gw-corporateゲートウェイ

表52: IPsec フェーズ 2 設定パラメータ

設定パラメータ名前機能

ハブまたはス

ポーク

• プロトコル :esp

• 認証アルゴリズム：hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム：aes-128-cbc

ipsec-phase2-proposalプロポーザルハブ

• プロポーザル参照：ipsec-phase2-proposal

• PFS:Diffie-Hellman group2

ipsec-phase2-policyポリシー

• IKE ゲートウェイ参照：gw-sunnyvale

• IPsec ポリシー参照：ipsec-phase2-policy

• Bind to Interface:st0.0

vpn-sunnyvaleVPN

• IKE ゲートウェイ参照：gw-westford

• IPsec ポリシー参照：ipsec-phase2-policy

• Bind to Interface:st0.0

vpn-westford

• プロトコル :esp

• 認証アルゴリズム：hmac-sha1-96

• 暗号化アルゴリズム：aes-128-cbc

ipsec-phase2-proposalプロポーザルスポーク

• プロポーザル参照：ipsec-phase2-proposal

• PFS:Diffie-Hellman group2

ipsec-phase2-policyポリシー

• IKE ゲートウェイ参照：gw-corporate

• IPsec ポリシー参照：ipsec-phase2-policy

• Bind to Interface:st0.0

vpn-corporateVPN

表53: セキュリティ ポリシー設定パラメータ

設定パラメータ名前目的

ハブまた

はスポー

ク

• 合致基準：

• source-address local-net

• destination-address sunnyvale-net

• destination-address westford-net

• application any

local-to-spokesこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾー

ンから vpn ゾーンへのトラフィックを許可

します。

ハブ

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.500

Junos OS セキュリティ設定ガイド



表53: セキュリティ ポリシー設定パラメータ （続き）

設定パラメータ名前目的

ハブまた

はスポー

ク

合致基準：

• source-address sunnyvale-net

• source-address westford-net

• destination-address local-net

• application any

spokes-to-localこのセキュリティ ポリシーは、vpn ゾーン

から trust ゾーンへのトラフィックを許可

します。

合致基準：

• source-address any

• destination-address any

• application any

spoke-to-spokeセキュリティポリシーが イントラゾーン

トラフィックを許可します。

• 合致基準：

• source-address local-net

• destination-address corp-net

• destination-address sunnyvale-net

• application any

to-corpこのセキュリティ ポリシーは、trust ゾー

ンから vpn ゾーンへのトラフィックを許可

します。

スポーク

合致基準：

• source-address corp-net

• source-address sunnyvale-net

• destination-address local-net

• application any

from-corpセキュリティ ポリシーは、vpn ゾーンから

trust ゾーンへのトラフィックを許可しま

す。

合致基準：

• source-address any

• source-destination any

• application any

• 許可アクション：source-nat interface

source-nat interface を指定することにより、SRX シ

リーズ デバイスが、出口インターフェースの IP アド

レスと、ソースポートの無作為の数字の大きなポート

を使って、出力トラフィックのソース IP アドレスと

ポートを翻訳します。

permit-anyセキュリティ ポリシーは、untrust ゾーン

から trust ゾーンへのトラフィックを許可

します。
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表54: TCP-MSS 設定パラメータ

設定パラメータ目的

MSS 値： 1350TCC-MSS はTCP 三方向ハンドシェイクの一環としてネゴシエートされ、ネットワーク上の MTU の限度に適するよ

う、TCP セグメントの最大サイズを制限します。VPN トラフィックに関しては、IPsec カプセル化オーバーヘッド

は、IP およびフレーム オーバーヘッドと共に、結果として生じるセキュリティペイロードのカプセル化（ESP）パ

ケットを、物理インターフェースの MTU を超えさせてしまう可能性があり、断片化を生じさせるからです。断片化

により、結果的に帯域幅およびデバイスリソースの使用が増えます。

注: MTU が 1500 以上のほとんどのイーサネットベースのネットワークでは、開始点としての値 1350 を推奨して

います。最適な性能を得るためには、様々な TCP-MSS 値で実験してみる必要があるでしょう。たとえば、パス内の

デバイスの MTU が低い場合や、PPP やFrame Relay 等の追加のオーバーヘッドがある場合に、値を変更してみる必

要があるかもしれません。

設定

• ハブの基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報を設定する 502ページ

• ハブの IKE を設定 505ページ

• ハブの IPsec を設定 507ページ

• ハブのセキュリティ ポリシーを設定する 509ページ

• ハブの TCP-MSS の設定 511ページ

• ウェストフォード スポークの基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス

帳情報を設定する 512ページ

• ウェストフォード スポークの IKE を設定する 515ページ

• ウェストフォード スポークの IPsec を設定する 516ページ

• ウェストフォード スポークの セキュリティ ポリシーを設定する 518ページ

• ウェストフォード スポークの TCP-MSS の設定 520ページ

• サニーベール スポークの構成 520ページ

ハブの基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報を設定する

CLI 簡単構成 ハブの基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報を簡単に設定するに

は、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.11

set routing-options static route 192.168.178.0/24 next-hop 10.11.11.12

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/3.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust address-book address local-net 10.10.10.0/24

set security zones security-zone vpn interfaces st0.0

set security zones security-zone vpn address-book address sunnyvale-net 192.168.168.0/24

set security zones security-zone vpn address-book address westford-net 192.168.178.0/24
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ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

ハブの基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳情報を設定するには、以

下の操作を行います。

1. イーサネット インターフェース情報を設定します。

[edit]

user@hub# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 10.10.10.1/24

user@hub# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

user@hub# set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.10/24

2. 静的ルート情報を設定します。

[edit]

user@hub# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1

user@hub# set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.11

user@hub# set routing-options static route 192.168.178.0/24 next-hop 10.11.11.12

3. untrust セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@hub# set security zones security-zone untrust

4. Untrust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@hub# set interfaces ge-0/0/3.0

5. Untrust セキュリティ ゾーン用に許可するシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@hub# set host-inbound-traffic system-services ike

6. trust セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@hub# edit security zones security-zone trust

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@hub# set interfaces ge-0/0/0.0

8. trust セキュリティ ゾーン用に許可するシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@hub# set host-inbound-traffic system-services all

9. trust セキュリティゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@hub# set address-book address local-net 10.10.10.0/24

10. vpn セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@hub# edit security zones security-zone vpn

11. vpn セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone vpn]

503Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第18章: インターネットプロトコルセキュリティ



user@hub# set interfaces st0.0

12. trust セキュリティゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@hub# set address-book address local-net 10.10.10.0/24

13. vpn セキュリティゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone vpn]

user@hub# set address-book address sunnyvale-net 192.168.168.0/24

[edit security zones security-zone vpn]

user@hub# set address-book address westford-net 192.168.178.0/24

結果 設定モードから、 show interfaces、show routing-options およびshow security zones コマン

ドを入力して設定を確認します。意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設

定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@hub# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.10.10.1/24;

}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.2/30

}

}

}

st0{

unit 0 {

family inet {

address 10.11.11.10/24

}

}

}

[edit]

user@hub# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.11;

route 192.168.178.0/24 next-hop 10.11.11.12;

}

[edit]

user@hub# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}
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}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

security-zone trust {

address-book {

address local-net 10.10.10.0/24 {

}

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone vpn {

host-inbound-traffic {

address-book {

address sunnyvale-net 192.168.168.0/24;

address westford--net 192.168.178.0/24;

}

}

interfaces {

st0.0;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

ハブの IKE を設定

CLI 簡単構成 ハブのIKE を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ike-phase1-policy mode main

set security ike policy ike-phase1-policy proposals ike-phase1-proposal

set security ike policy ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

set security ike gateway gw-westford external-interface ge-0/0/3.0

set security ike gateway gw-westford ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-westford address 3.3.3.2

set security ike gateway gw-sunnyvale external-interface ge-0/0/3.0

set security ike gateway gw-sunnyvale ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-sunnyvale address 2.2.2.2
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ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

ハブの IKE を設定するには、以下の操作を行います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@hub# set proposal ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザル認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@hub# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザル Diffe-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@hub# set dh-group group2

4. IKE プロポーザル認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@hub# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザル暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@hub# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@hub# set policy ike-phase1-policy

7. IKE フェーズ 1 ポリシー モードを設定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@hub# set mode main

8. IkE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@hub# set proposals ike-phase1-proposal

9. IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@hub# set pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@hub# set gateway gw-westford external-interface ge-0/0/3.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシー参照を定義します。

[edit security ike]

user@hub# set gateway gw-westford ike-policy ike-phase1-policy

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイ アドレスを定義します。

[edit security ike]

user@hub# set gateway gw-westford address 3.3.3.2
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13. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@hub# set gateway gw-sunnyvale external-interface ge-0/0/3.0

14. IKE フェーズ 1 ポリシー参照を定義します。

[edit security ike gateway]

user@hub# set gateway gw-sunnyvale ike-policy ike-phase1-policy

15. IKE フェーズ 1 ゲートウェイ アドレスを定義します。

[edit security ike gateway]

user@hub# set gateway gw-sunnyvale address 2.2.2.2

結果 設定モードから、show security ike コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた設

定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@hub# show security ike

proposal ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ike-phase1-policy {

mode main;

proposals ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$9VMTp1RvWLdwYKMJDkmF3ylKM87Vb2oZjws5F"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw-sunnyvale {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 2.2.2.2;

external-interface ge-0/0/3.0;

}

gateway gw-westford {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 3.3.3.2;

external-interface ge-0/0/3.0;

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

ハブの IPsec を設定

CLI 簡単構成 ハブのIPsec を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal protocol esp

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy proposals ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn vpn-westford ike gateway gw-westford

set security ipsec vpn vpn-westford ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

set security ipsec vpn vpn-westford bind-interface st0.0
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set security ipsec vpn vpn-sunnyvale ike gateway gw-sunnyvale

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

set security ipsec vpn vpn-sunnyvale bind-interface st0.0

set interfaces st0 unit 0 multipoint

set interfaces st0 unit 0 family inet next-hop-tunnel 10.11.11.11 ipsec-vpn vpn-sunnyvale

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

ハブの IPsec を設定するには、以下の操作を行います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@hub# set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザル プロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@hub# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザル認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@hub# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザル暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@hub# set encryption-algorithm aes-128-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@hub# set policy ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザル参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@hub# set proposals ipsec-phase2-proposal

7. Diffie-Hellman グループ 2 を使うための IPsec フェーズ 2 PFS を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを設定します。

[edit security ipsec]

user@hub# set vpn vpn-westford ike gateway gw-westford

user@hub# set vpn vpn-sunnyvale ike gateway gw-sunnyvale

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@hub# set vpn vpn-westford ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

user@hub# set vpn vpn-sunnyvale ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

10. 結びつけるインターフェースを指定します。

[edit security ipsec]

user@hub# set vpn vpn-westford bind-interface st0.0

user@hub# set vpn vpn-sunnyvale bind-interface st0.0
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11. マルチポイントとして st0 インターフェースを設定します。

[edit]

user@hub# set interfaces st0 unit 0 multipoint

12. サニーベール支社とウェストフォード支社用に静的 NHTB テーブル エントリを追加しま

す。

[edit]

user@hub# set interfaces st0 unit 0 family inet next-hop-tunnel 10.11.11.11 ipsec-vpn

vpn-sunnyvale

user@hub# set interfaces st0 unit 0 family inet next-hop-tunnel 10.11.11.12 ipsec-vpn

vpn-westford

結果 設定モードから、show security ipsec コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた

設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@hub# show security ipsec

proposal ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipsec-phase2-proposal;

}

vpn vpn-sunnyvale {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway gw-sunnyvale;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

vpn vpn-westford {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway gw-westford;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

ハブのセキュリティ ポリシーを設定する

CLI 簡単構成 ハブのセキュリティ ポリシー を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に

貼り付けます。

[edit]

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes match

source-address local-net

509Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第18章: インターネットプロトコルセキュリティ



set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes match

destination-address sunnyvale-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes match

destination-address westford-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes match application

any

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy local-to-spokes then permit

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local match

source-address sunnyvale-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local match

source-address westford-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local match

destination-address local-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local match application

any

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy spokes-to-local then permit

set security policies from-zone vpn to-zone vpn policy spoke-to-spoke match source-address

any

set security policies from-zone vpn to-zone vpn policy spoke-to-spoke match

destination-address any

set security policies from-zone vpn to-zone vpn policy spoke-to-spoke match application

any

set security policies from-zone vpn to-zone vpn policy spoke-to-spoke then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

ハブのセキュリティ ポリシー を設定するには、以下の操作を行います。

1. trust ゾーンから vpn ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを作成

します。

[edit security policies from-zone trust to-zone vpn]

user@hub# set policy local-to-spokes match source-address local-net

user@hub# set policy local-to-spokes match destination-address sunnyvale-net

user@hub# set policy local-to-spokes match destination-address westford-net

user@hub# set policy local-to-spokes match application any

user@hub# set policy local-to-spokes then permit

2. vpn trust ゾーンから trust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー

を作成します。

[edit security policies from-zone vpn to-zone trust]

user@hub# set policy spokes-to-local match source-address sunnyvale-net

user@hub# set policy spokes-to-local match source-address westford-net

user@hub# set policy spokes-to-local match destination-address local-net

user@hub# set policy spokes-to-local match application any

user@hub# set policy spokes-to-local then permit

3. イントラゾーン トラフィックを許可するセキュリティポリシーを作成します。

[edit security policies from-zone vpn to-zone vpn]

user@hub# set policy spoke-to-spoke match source-address any

user@hub# set policy spoke-to-spoke match destination-address any

user@hub# set policy spoke-to-spoke match application any

user@hub# set policy spoke-to-spoke then permit
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結果 設定モードから、show security policies コマンドを入力して、設定を確認します。意図して

いた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@hub# show security policies

from-zone trust to-zone vpn {

policy local-to-spokes {

match {

source-address local-net;

destination-address [ sunnyvale-net westford-net ];

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone vpn to-zone trust {

policy spokes-to-local {

match {

source-address [ sunnyvale-net westford-net ];

destination-address local-net;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone vpn to-zone vpn {

policy spoke-to-spoke {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

ハブの TCP-MSS の設定

CLI 簡単構成 ハブの TCP-MSS を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 ハブの TCP-MSS 情報を設定するには、次の操作を行います。

1. TCP-MSS 情報を設定します。

[edit]
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user@hub# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

結果 設定モードから、show security flow コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた

設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@hub# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

ウェストフォード スポークの基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳
情報を設定する

CLI 簡単構成 ウェストフォード スポークの基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳

情報を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 3.3.3.2/30

set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 192.168.178.1/24

set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.12/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 3.1.1.1

set routing-options static route 10.10.10.0/24 next-hop 10.11.11.10

set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.10

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services ike

set security zones security-zone trust interfaces ge-0/0/3.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone vpn address-book address local-net 192.168.178.0/24

set security zones security-zone vpn interfaces st0.0

set security zones security-zone trust address-book address corp-net 10.10.10.0/24

set security zones security-zone vpn address-book address sunnyvale-net 192.168.168.0/24

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

ウェストフォード スポークの基本的なネットワーク、セキュリティ ゾーンおよびアドレス帳

情報を設定するには、以下の操作を行います。

1. イーサネット インターフェース情報を設定します。

[edit]

user@spoke# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 3.3.3.2/30

user@spoke# set interfaces ge-0/0/3 unit 0 family inet address 192.168.178.1/24

user@spoke# set interfaces st0 unit 0 family inet address 10.11.11.12/24

2. 静的ルート情報を設定します。

[edit]

user@spoke# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 3.1.1.1

user@spoke# set routing-options static route 10.10.10.0/24 next-hop 10.11.11.10

user@spoke# set routing-options static route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.10
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3. untrust セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@spoke# set security zones security-zone untrust

4. セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone untrust]

user@spoke# set interfaces ge-0/0/0.0

5. Untrust セキュリティ ゾーン用に許可するシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@spoke# set host-inbound-traffic system-services ike

6. trust セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@spoke# edit security zones security-zone trust

7. trust セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone trust]

user@spoke# set interfaces ge-0/0/3.0

8. trust セキュリティ ゾーン用に許可するシステム サービスを指定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@spoke# set host-inbound-traffic system-services all

9. trust セキュリティゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@spoke# set address-book address local-net 192.168.178.0/24

10. vpn セキュリティゾーンを設定します。

[edit]

user@spoke# edit security zones security-zone vpn

11. vpn セキュリティ ゾーンにインターフェースを割り当てます。

[edit security zones security-zone vpn]

user@spoke# set interfaces st0.0

12. vpn セキュリティゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone vpn]

user@spoke# set address-book address corp-net 10.10.10.0/24

[edit security zones security-zone vpn]

user@spoke# set address-book address sunnyvale-net 192.168.168.0/24

結果 設定モードから、 show interfaces、show routing-options およびshow security zones コマン

ドを入力して設定を確認します。意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設

定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@spoke# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 3.3.3.2/30;
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}

}

}

ge-0/0/3 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.178.1/24;

}

}

}

st0{

unit 0 {

family inet {

address 10.11.11.10/24;

}

}

}

[edit]

user@spoke# show routing-options

static {

route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.1;

route 192.168.168.0/24 next-hop 10.11.11.11;

route 10.10.10.0/24 next-hop 10.11.11.10;

}

[edit]

user@spoke# show security zones

security-zone untrust {

host-inbound-traffic {

system-services {

ike;

}

}

interfaces {

ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone trust {

address-book {

address local-net 192.168.178.0/24;

}

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/3.0;

}

}

security-zone vpn {

address-book {

address corp-net 10.10.10.0/24;

address sunnyvale-net 192.168.168.0/24;

}

interfaces {
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st0.0;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

ウェストフォード スポークの IKE を設定する

CLI 簡単構成 ウェストフォード スポークの IKE を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI

に貼り付けます。

[edit]

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal ike-phase1-proposal dh-group group2

set security ike proposal ike-phase1-proposal authentication-algorithm sha1

set security ike proposal ike-phase1-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ike policy ike-phase1-policy mode main

set security ike policy ike-phase1-policy proposals ike-phase1-proposal

set security ike policy ike-phase1-policy pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

set security ike gateway gw-corporate external-interface ge-0/0/0.0

set security ike gateway gw-corporate ike-policy ike-phase1-policy

set security ike gateway gw-corporate address 1.1.1.2

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

ウェストフォード スポークの IKE を設定するには、次の操作を行います。

1. IKE フェーズ 1 プロポーザルを作成します。

[edit security ike]

user@spoke# set proposal ike-phase1-proposal

2. IKE プロポーザル認証方法を定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@spoke# set authentication-method pre-shared-keys

3. IKE プロポーザル Diffe-Hellman グループを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@spoke# set dh-group group2

4. IKE プロポーザル認証アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@spoke# set authentication-algorithm sha1

5. IKE プロポーザル暗号化アルゴリズムを定義します。

[edit security ike proposal ike-phase1-proposal]

user@spoke# set encryption-algorithm aes-128-cbc

6. IKE フェーズ 1 ポリシーを作成します。

[edit security ike]

user@spoke# set policy ike-phase1-policy

7. IKE フェーズ 1 ポリシー モードを設定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]
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user@spoke# set mode main

8. IkE プロポーザルへの参照を指定します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@spoke# set proposals ike-phase1-proposal

9. IKE フェーズ 1 ポリシー認証方法を定義します。

[edit security ike policy ike-phase1-policy]

user@spoke# set pre-shared-key ascii-text 395psksecr3t

10. IKE フェーズ 1 ゲートウェイを作成し、外部インターフェースを定義します。

[edit security ike]

user@spoke# set gateway gw-corporate external-interface ge-0/0/0.0

11. IKE フェーズ 1 ポリシー参照を定義します。

[edit security ike]

user@spoke# set gateway gw-corporate ike-policy ike-phase1-policy

12. IKE フェーズ 1 ゲートウェイ アドレスを定義します。

[edit security ike]

user@spoke# set gateway gw-corporate address 1.1.1.2

結果 設定モードから、show security ike コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた設

定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@spoke# show security ike

proposal ike-phase1-proposal {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ike-phase1-policy {

mode main;

proposals ike-phase1-proposal;

pre-shared-key ascii-text "$9$9VMTp1RvWLdwYKMJDkmF3ylKM87Vb2oZjws5F"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw-corporate {

ike-policy ike-phase1-policy;

address 1.1.1.2;

external-interface ge-0/0/0.0;

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

ウェストフォード スポークの IPsec を設定する

CLI 簡単構成 ウェストフォード スポークの IKE を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI

に貼り付けてください。

[edit]

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal protocol esp

set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal authentication-algorithm hmac-sha1-96

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.516

Junos OS セキュリティ設定ガイド



set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal encryption-algorithm aes-128-cbc

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy proposals ipsec-phase2-proposal

set security ipsec policy ipsec-phase2-policy perfect-forward-secrecy keys group2

set security ipsec vpn vpn-corporate ike gateway gw-corporate

set security ipsec vpn vpn-westford ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

set security ipsec vpn vpn-corporate bind-interface st0.0

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

ウェストフォード スポークの IPsec を設定するには、次の操作を行います。

1. IPsec フェーズ 2 プロポーザルを作成します。

[edit]

user@spoke# set security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal

2. IPsec フェーズ 2 プロポーザル プロトコルを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@spoke# set protocol esp

3. IPsec フェーズ 2 プロポーザル認証アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@spoke# set authentication-algorithm hmac-sha1-96

4. IPsec フェーズ 2 プロポーザル暗号化アルゴリズムを指定します。

[edit security ipsec proposal ipsec-phase2-proposal]

user@spoke# set encryption-algorithm aes-128-cbc

5. IPsec フェーズ 2 ポリシーを作成します。

[edit security ipsec]

user@spoke# set policy ipsec-phase2-policy

6. IPsec フェーズ 2 プロポーザル参照を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@spoke# set proposals ipsec-phase2-proposal

7. Diffie-Hellman グループ 2 を使うための IPsec フェーズ 2 PFS を指定します。

[edit security ipsec policy ipsec-phase2-policy]

user@host# set perfect-forward-secrecy keys group2

8. IKE ゲートウェイを設定します。

[edit security ipsec]

user@spoke# set vpn vpn-corporate ike gateway gw-corporate

9. IPsec フェーズ 2 ポリシーを指定します。

[edit security ipsec]

user@spoke# set vpn vpn-corporate ike ipsec-policy ipsec-phase2-policy

10. 結びつけるインターフェースを指定します。

[edit security ipsec]

user@spoke# set vpn vpn-corporate bind-interface st0.0
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結果 設定モードから、show security ipsec コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた

設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@spoke# show security ipsec

proposal ipsec-phase2-proposal {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

}

policy ipsec-phase2-policy {

perfect-forward-secrecy {

keys group2;

}

proposals ipsec-phase2-proposal;

}

vpn vpn-corporate {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway gw-corporate;

ipsec-policy ipsec-phase2-policy;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

ウェストフォード スポークの セキュリティ ポリシーを設定する

CLI 簡単構成 ウェストフォード スポークのセキュリティ ポリシーを簡単に設定するには、以下のコマンド

をコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate match source-address

local-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate match

destination-address corp-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate match

destination-address sunnyvale-net

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate application any

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy to-corporate then permit

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate match source-address

corp-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate match source-address

sunnyvale-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate match

destination-address local-net

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate application any

set security policies from-zone vpn to-zone trust policy from-corporate then permit
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ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

ウェストフォード スポークのセキュリティ ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

1. trust ゾーンから vpn ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシーを作成

します。

[edit security policies from-zone trust to-zone vpn]

user@spoke# set policy to-corp match source-address local-net

user@spoke# set policy to-corp match destination-address corp-net

user@spoke# set policy to-corp match destination-address sunnyvale-net

user@spoke# set policy to-corp match application any

user@spoke# set policy to-corp then permit

2. vpn trust ゾーンから trust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシー

を作成します。

[edit security policies from-zone vpn to-zone trust]

user@spoke# set policy spokes-to-local match source-address corp-net

user@spoke# set policy spokes-to-local match source-address sunnyvale-net

user@spoke# set policy spokes-to-local match destination-address local-net

user@spoke# set policy spokes-to-local match application any

user@spoke# set policy spokes-to-local then permit

結果 設定モードから、show security policies コマンドを入力して、設定を確認します。意図して

いた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@spoke# show security policies

from-zone trust to-zone vpn {

policy to-corp {

match {

source-address local-net;

destination-address [ sunnyvale-net westford-net ];

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone vpn to-zone trust {

policy spokes-to-local {

match {

source-address [ sunnyvale-net westford-net ];

destination-address local-net;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。
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ウェストフォード スポークの TCP-MSS の設定

CLI 簡単構成 ウェストフォード スポークの TCP-MSS を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、

CLI に貼り付けます。

[edit]

set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

ステップごとの手順 ウェストフォード スポークの TCP-MSS を設定するには、次の操作を行います。

1. TCP-MSS 情報を設定します。

[edit]

user@spoke# set security flow tcp-mss ipsec-vpn mss 1350

結果 設定モードから、show security flow コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた

設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@spoke# show security flow

tcp-mss {

ipsec-vpn {

mss 1350;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

サニーベール スポークの構成

CLI 簡単構成 この例では、サニーベール スポーク用に SSG シリーズ デバイスを使用しています。参考とし

て、SSG シリーズ デバイスでの設定を説明しています。SSG シリーズ デバイスの設定に関し

ては、http://www.juniper.net/techpubs にある「ScreenOS リファランスガイドのコンセプトと

例」を参照してください。

サニーベール スポーク を簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付

けます。

[edit]

set zone name "VPN"

set interface ethernet0/6 zone "Trust"

set interface "tunnel.1" zone "VPN"

set interface ethernet0/6 ip 192.168.168.1/24

set interface ethernet0/6 route

set interface ethernet0/0 ip 2.2.2.2/30

set interface ethernet0/0 route

set interface tunnel.1 ip 10.11.11.11/24

set flow tcp-mss 1350

set address "Trust" "sunnyvale-net" 192.168.168.0 255.255.255.0

set address "VPN" "corp-net" 10.10.10.0 255.255.255.0

set address "VPN" "westford-net" 192.168.178.0 255.255.255.0

set ike gateway "corp-ike" address 1.1.1.2 Main outgoing-interface ethernet0/0 preshare

"395psksecr3t" sec-level standard

set vpn corp-vpn monitor optimized rekey

set vpn "corp-vpn" bind interface tunnel.1
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set vpn "corp-vpn" gateway "corp-ike" replay tunnel idletime 0 sec-level standard

set policy id 1 from "Trust" to "Untrust" "ANY" "ANY" "ANY" nat src permit

set policy id 2 from "Trust" to "VPN" "sunnyvale-net" "corp-net" "ANY" permit

set policy id 2

exit

set dst-address "westford-net"

exit

set policy id 3 from "VPN" to "Trust" "corp-net" "sunnyvale-net" "ANY" permit

set policy id 3

set src-address "westford-net"

exit

set route 10.10.10.0/24 interface tunnel.1

set route 192.168.178.0/24 interface tunnel.1

set route 0.0.0.0/0 interface ethernet0/0 gateway 2.2.2.1

検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• IKE フェーズ 1 ステータスの検証 521ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの検証 523ページ

• ネクスト ホップ トンネル バインディングの検証 524ページ

• リモート ピア ローカル LAN の静的ルートの検証 525ページ

• IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの見直し 525ページ

• VPN 内のトラフィックフローのテスト 526ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの検証

目的 IKE フェーズ 1 ステータスを検証します。

アクション 注: 認証プロセスを開始する前に、トンネル確立のため、10.10.10/24 ネットワー

ク上のホストから、192.168.168/24 ネットワークおよび 192.168.178/24 ネット

ワーク上のホストにトラフィックを送信する必要があります。ルートベース VPN に

ついては、トラフィックをトンネルを介して SRX シリーズ デバイスから開始する

ことができます。IPsec トンネルをテストする際には、テスト トラフィックを、VPN

の一端にある別のデバイスから VPN のもう一端にある別のデバイスに送ることを推

奨します。たとえば、10.10.10.10 から 192.168.168.10 に ping を送ります。

運転モードから、show security ike security-associations コマンドを入力しますコマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ike security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@hub> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

6 3.3.3.2 UP 94906ae2263bbd8e 1c35e4c3fc54d6d3 Main

7 2.2.2.2 UP 7e7a1c0367dfe73c f284221c656a5fbc Main

user@hub> show security ike security-associations index 6 detail

IKE peer 3.3.3.2, Index 6,

Role: Responder, State: UP
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Initiator cookie: 94906ae2263bbd8e,, Responder cookie: 1c35e4c3fc54d6d3

Exchange type: Main, Authentication method: Pre-shared-keys

Local: 1.1.1.2:500, Remote: 3.3.3.2:500

Lifetime: Expires in 3571 seconds

Algorithms:

Authentication : sha1

Encryption : aes-cbc (128 bits)

Pseudo random function: hmac-sha1

Traffic statistics:

Input bytes : 1128

Output bytes : 988

Input packets : 6

Output packets : 5

Flags: Caller notification sent

IPSec security associations: 1 created, 0 deleted

Phase 2 negotiations in progress: 1

Negotiation type: Quick mode, Role: Responder, Message ID: 1350777248

Local: 1.1.1.2:500, Remote: 3.3.3.2:500

Local identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Remote identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

Flags: Caller notification sent, Waiting for done

意味 show security ike security-associations コマンドで、全てのアクティブな IKE フェーズ 1

SAがリストされます。SA が 1 つもリストされなかった場合、フェーズ 1 の確立に問題があっ

たということです。IKE ポリシー パラメータと外部インターフェースの設定を確認してくださ

い。

SA がリストされたら、次の情報を確認します。

• インデックス—これは、各 IKE SA 独自の値で、SA に関する詳細情報を得るために show

security ike security-associations index detail コマンドで使用することができます。

• リモート アドレス—リモート IP アドレスが正しいことを確認します。

• 状態

• UP—フェーズ 1 SA が確立されています。

• DOWN—フェーズ 1 SA の確立の際に問題が生じています。

• モード—正しいモードが使用されているか確認してください。

設定内の次の情報が正しいか確認してください。

• 外部インターフェース（インターフェースは、IKE パケットを受け取るインターフェースで

なければなりません。）

• IKE ポリシー パラーメタ

• 事前共有鍵情報

• フェーズ 1 プロポーザル パラメータ（ピアの両方で合致しなければなりません。）

show security ike security-associations index 1 detail コマンドにより、インデックス番号

「1」のセキュリティ アソシエーションに関する追加情報がリストされます。

• 使用される認証アルゴリズムと暗号化アルゴリズム

• フェーズ 1 の寿命
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• トラフィック統計（トラフィックが両方向に適切に流れているかどうかを確認するために使

用できます。）

• イニシエータおよびレスポンダの役割情報

注: トラブルシューティングは、レスポンダのロールを使ったピア上で最もうま

く行きます。

• 作成された IPsec SA の数

• 進行中の フェーズ 2 ネゴシエーションの数

IPsec フェーズ 2 ステータスの検証

目的 IPsec フェーズ 2 ステータスを検証します。

アクション 運転モードから、show security ipsec security-associations コマンドを入力しますコマンドか

らインデックス番号を取得したら、show security ipsec security-associations index index_number

detail コマンドを入力します。

user@hub> show security ipsec security-associations

total configured sa: 4

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 b2fc36f8 3364/ unlim - 0

>16384 2.2.2.2 500 ESP:aes-128/sha1 5d73929e 3364/ unlim - 0

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<16385 3.3.3.2 500 ESP:3des/sha1 70f789c6 28756/unlim - 0

>16385 3.3.3.2 500 ESP:3des/sha1 80f4126d 28756/unlim - 0

user@hub> show security ipsec security-associations index 16385 detail

Virtual-system: Root

Local Gateway: 1.1.1.2, Remote Gateway: 3.3.3.2

Local Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/24)

Remote Identity: ipv4_subnet(any:0,[0..7]=0.0.0.0/0)

DF-bit: clear

Direction: inbound, SPI: 1895270854, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 28729 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 28136 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

Direction: outbound, SPI: 2163479149, AUX-SPI: 0

Hard lifetime: Expires in 28729 seconds

Lifesize Remaining: Unlimited

Soft lifetime: Expires in 28136 seconds

Mode: tunnel, Type: dynamic, State: installed, VPN Monitoring: -

Protocol: ESP, Authentication: hmac-sha1-96, Encryption: aes-cbc (128 bits)

Anti-replay service: enabled, Replay window size: 32

意味 show security ipsec security-associations コマンドを入力すると、以下の情報がリストされま

す。
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• ID 番号は 16385 です。この値をshow security ipsec security-associations index コマンド

に使って、特定の SA に関する詳細情報を取得します。

• ポート 500 を使う IPsec SA ペアが存在し、これは NAT-traversal が実装されていないこ

とを意味します。（NAT-traversal は、ポート 4500、あるいは無作為の数字の大きいポート

を使用します。）

• 両方向の SPI、寿命（秒数）および使用制限（またはKB でのライフサイズ）が表示されま

す。28756/ unlim 値は、フェーズ 2 の寿命が28756 秒で終わり、ライフサイズが指定され

ていない、つまり制限がないことを示しています。フェーズ 2 は VPN が確立された後は、

フェーズ 1 に依存しないので、フェーズ 2 の寿命は、フェーズ 1 の寿命と異なります。

• VPN 監視は、Mon 欄内のハイフンが示すように、この SA では有効化されていません。VPN

監視が有効化されている場合、U は監視が up であること、D は監視が down であることを

示します。

• バーチャル システム（vsys）はルート システムで、必ず 0 をリストします。

show security ipsec security-associations index 16385 detail コマンドを入力すると、以下の

情報がリストされます。

• ローカル ID とリモート ID が SA のプロキシ ID を構成します。

プロキシ ID の不一致が、フェーズ 2 が失敗する原因の中で最もよくある原因です。IPsec

SA が 1 つもリスト表示されない場合、フェーズ 2 プロポーザル（プロキシ ID の設定も含

む）がどちらのピアについても正しいかどうかを確認してください。ルートベース VPN で

は、デフォルト プロキシ ID は local=0.0.0.0/0、remote=0.0.0.0/0、service=any です。

同一ピア IP からの複数のルートベース VPN の場合に問題が起こる場合があります。その場

合、各 IPsec SA 用に一意のプロキシ ID を指定しなければなりません。サードパーティ ベ

ンダーによっては、合致するプロキシ ID を手動で入力する必要がある場合があります。

• フェーズ 2 が失敗するもう一つのよくある理由は、ST インターフェースの結びつきを指定

していない場合です。IPsec が完了できない場合、kmd ログをチェックするか、traceoptions

を設定します。

ネクスト ホップ トンネル バインディングの検証

目的 全てのピアのフェーズ 2 が完了したら、next-hop トンネル バインディングを検証します。

アクション 運転モードから、show security ipsec next-hop-tunnels コマンドを入力します

user@hub> show security ipsec next-hop-tunnels

Next-hop gateway interface IPSec VPN name Flag

10.11.11.11 st0.0 sunnyvale-vpn Static

10.11.11.12 st0.0 westford-vpn Auto

意味 next-hop ゲートウェイは、全てのリモート スポーク ピアの st0 インターフェースの IP ア

ドレスです。ネクスト ホップは、適切な IPsec VPN 名と関連付けなければなりません。NHTH

エントリが存在しないと、ハブ デバイスは、どの IPsec VPN がどのネクストホップと関連づ

けられているかを区別することができません。

Flag フィールドには以下の値のいずれかが入ります。
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• Static— NHTB は st0.0 インターフェース設定の際に手動で設定されています。これは、ピ

アが SRX シリーズ デバイスでない場合に必要です。

• Auto— NHTB は設定されていませんが、エントリは、2 つの SRX シリーズ デバイス間での

フェーズ 2 ネゴシエーションの際に NHTB テーブル内に自動的に入力されます。

この例では、どのスポーク サイトにも NHTB テーブルがありません。スポーク側から見ると、

st0 インターフェースは、まだ、１ つのIPsec VPN バインディングだけがあるポイントツーポ

イント リンクです。

リモート ピア ローカル LAN の静的ルートの検証

目的 静的ルートが、スポーク ピアの st0 IP アドレスを参照していることを確認します。

アクション 運転モードから、show route コマンドを入力します。

user@hub> show route 192.168.168.10

inet.0: 9 destinations, 9 routes (9 active, 0 holddown, 0 hidden)

+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

192.168.168.0/24 *[Static/5] 00:08:33

> to 10.11.11.11 via st0.0

user@hub> show route 192.168.178.10

inet.0: 9 destinations, 9 routes (9 active, 0 holddown, 0 hidden)

+ = Active Route, - = Last Active, * = Both

192.168.178.0/24 *[Static/5] 00:04:04

> to 10.11.11.12 via st0.0

ネクストホップは、リモート ピアの st0 IP アドレスです。どちらのルートも、出力インター

フェースは st0.0 を指しています。

IPsec セキュリティ アソシエーションの統計とエラーの見直し

目的 Psec セキュリティ アソシエーションの ESP および認証ヘッダーカウンタとエラーを見直しま

す。

アクション 運転モードから、show security ipsec statistics index コマンドを入力します

user@hub> show security ipsec statistics index 16385

ESP Statistics:

Encrypted bytes: 920

Decrypted bytes: 6208

Encrypted packets: 5

Decrypted packets: 87

AH Statistics:

Input bytes: 0

Output bytes: 0

Input packets: 0

Output packets: 0

Errors:

AH authentication failures: 0, Replay errors: 0

ESP authentication failures: 0, ESP decryption failures: 0

Bad headers: 0, Bad trailers: 0
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また、show security ipsec statistics コマンドを使って、全ての SA の統計とエラーを見直す

こともできます。

全ての IPsec の統計をクリアするには、clear security ipsec statistics コマンドを使いま

す。

意味 VPN 内でパケット紛失問題があった場合、show security ipsec statistics コマンドまたは show

security ipsec statistics detail コマンドを数回実行して、暗号化・復号化パケットのカウン

ターが上がるかどうかを確認することができます。また、他のエラー カウンタも上がっている

かどうかもチェックしなければなりません。

VPN 内のトラフィックフローのテスト

目的 VPN 内のトラフィックフローを検証します。

アクション SRX シリーズ デバイスから ping コマンドを使って、リモート ホスト PC へのトラフィック

フローをテストすることができます。ルート ルックアップが適切で、ポリシー ルックアップ

の際に適切なセキュリティ ゾーンが参照されるよう、ソース インターフェースを指定してく

ださい。

運転モードから、ping コマンドを入力します。

user@hub> ping 192.168.168.10 interface ge-0/0/0 count 5

PING 192.168.168.10 (192.168.168.10): 56 data bytes

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=0 ttl=127 time=8.287 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=1 ttl=127 time=4.119 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=2 ttl=127 time=5.399 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=3 ttl=127 time=4.361 ms

64 bytes from 192.168.168.10: icmp_seq=4 ttl=127 time=5.137 ms

--- 192.168.168.10 ping statistics ---

5 packets transmitted, 5 packets received, 0% packet loss

round-trip min/avg/max/stddev = 4.119/5.461/8.287/1.490 ms

また、SSG シリーズ デバイスから ping コマンドを使用することもできます。

user@hub> ping 10.10.10.10 from ethernet0/6

Type escape sequence to abort

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.10.10.10, timeout is 1 seconds from ethernet0/6

!!!!!

Success Rate is 100 percent (5/5), round-trip time min/avg/max=4/4/5 ms

ssg-> ping 192.168.178.10 from ethernet0/6

Type escape sequence to abort

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 192.168.178.10, timeout is 1 seconds from

ethernet0/6

!!!!!

Success Rate is 100 percent (5/5), round-trip time min/avg/max=8/8/10 ms

意味 SRX シリーズまたは SSG シリーズのデバイスからの ping コマンドが失敗した場合、ルーティ

ング、セキュリティポリシー、エンドホスト、またはESP パケットの暗号化と復号化に問題が

あるかもしれません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•
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• 495ページのハブアンドスポーク方式 VPN について

• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

• 461ページの例:ポリシーベース VPN の設定

グローバル SPI 機能および VPN 監視機能

• グローバル SPI 機能および VPN 監視機能について 527ページ

• 例:グローバル SPI 機能および VPN 監視機能の設定 527ページ

グローバル SPI 機能および VPN 監視機能について

以下のグローバル VPN 機能を使って、VPN の効率的な運転をモニターし、管理することができ

ます。

• SPI— セキュリティ アソシエーション内のピアのうちどれかが失敗すると、同期が取れなく

なることがあります。たとえば、ピアのどれかがリブートすると、間違ったセキュリティ パ

ラメータインデックス（SPI）を送る可能性があります。デバイスの不正 SPI 応答機能を有

効設定することにより、このようなイベントを探知し、ピアを再同期させることができます。

• VPN 監視—グローバル VPN 監視機能を使って、ピアに定期的にインターネット コントロール

メッセージ プロトコル（ICMP）要求を送信して、ピアへの到達が可能かどうかを確かめるこ

とができます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 441ページのVPN 概要

• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

• 461ページの例:ポリシーベース VPN の設定

• 527ページの例:グローバル SPI 機能および VPN 監視機能の設定

例:グローバル SPI 機能および VPN 監視機能の設定

• 要件 527ページ

• 概要 527ページ

• 設定 528ページ

要件

開始する前に、グローバル SPI 機能および VPN 監視機能を理解しましょう。「527ページの「グ

ローバル SPI 機能および VPN 監視機能について」」を参照してください。

概要

この例では、不正 IPsec SPI を探知して、5 回応答してから、その SA を削除して新しい SA

を開始するよう、デバイスを設定します。また、15秒毎にピアに ICMP 要求を送信して、VPN

をモニターし、ping が15回失敗したらピアの到達不能を宣言するよう、デバイスを設定しま

す。
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設定

ステップごとの手順 CLI エディタでグローバル VPN を設定するには、次の操作を行います。

1. グローバル VPN 設定を指定します。

[edit]

user@host# set security ike respond-bad-spi 5

user@host# set security ipsec vpn-monitor-options interval 15 threshold 15

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 461ページの例:ポリシーベース VPN の設定

• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

仮想ルーター

• ルートベース VPN の仮想ルーター サポート 528ページ

• 例:仮想ルーター上に st0 インターフェースを設定する 529ページ

• 仮想ルーターの制約について 533ページ

ルートベース VPN の仮想ルーター サポート

この機能には、ルートベース VPN のルーティング インスタンスサポートが含まれます。以前

までのリリースでは、st0 インターフェースが非デフォルトのルーティング インスタンスに置

かれると、このインターフェース上では VPN トンネルが適切に機能しませんでした。Junos OS

10.4 リリースでは、各ユニットがポイントツーポイント モードまたはマルチポイント モード

に設定されているルーティング インスタンスに st0 インターフェースが置かれる場合をサポー

トしています。したがって、VPN トラフィックが、非デフォルトの VR でも適切に機能するよ

うになりました。st0 インターフェースの異なるサブユニットを、異なるルーティング インス

タンス上に設定することができるようになりました。非デフォルトのルーティングインスタン

スでは、以下の機能がサポートされています。

• 手動鍵管理

• トランジット トラフィック

• セルフ トラフィック

• VPN 監視

• ハブアンドスポーク方式 VPN

• セキュリティ ペイロードのカプセル化（ESP）プロトコル

• 認証ヘッダー（AH）プロトコル

• アグレッシブ モードまたはメイン モード

• loopback (lo0) インターフェースにアンカーされたst0

• SRX シリーズ デバイス上でサポートされている最大仮想ルーター（VR）数
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• アプリケーション レイヤー ゲートウェイ（ALG）、侵入探知・予防（IDP）、および統合脅

威管理（UTM)等のアプリケーション

• デッドピア検出（DPD）

• シャーシ クラスタ アクティブ/バックアップ

• st0 上の OSPF（オープン最短パスファースト）

• st0 上のルーティング情報プロトコル（RIP）

注: VPN トラフィックが非デフォルト VR 内で動作するためには、IKE リスナーが

デフォルト VR 上に置かれていなければなりません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 533ページの仮想ルーターの制約について

例:仮想ルーター上に st0 インターフェースを設定する

この例では、仮想ルーターでの st0 インターフェースの設定のしかたを説明しています。

• 要件 529ページ

• 概要 529ページ

• 設定 530ページ

• 検証 533ページ

要件

開始する前に、インターフェースを設定し、セキュリティゾーンへのインターフェースを割り

当てます。「111ページの「セキュリティ ゾーンおよびインターフェースの概要」」を参照して

ください。

概要

この例では次のことを行います。

• インターフェースを設定します。

• IKE フェーズ 1 プロポーザルを設定します。

• IKE ポリシーを設定し、プロポーザルを参照します。

• IKE ゲートウェイを設定し、ポリシーを参照します。

• フェーズ 2 プロポーザルを設定します。

• ポリシーを設定し、プロポーザルを参照します。

• AutoKey IKE を設定し、ポリシーとゲートウェイを参照します。

• セキュリティポリシーを設定します。

• ルーティング インスタンスを設定します。
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• トンネルインターフェースへの VPN バインドを設定します。

• ルーティング オプションを設定します。

設定

CLI 簡単構成 仮想ルーターで st0 インターフェースを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、

CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.2/30

set interfaces st0 unit 0 family inet address 3.3.3.2/30

set security ike proposal first_ikeprop authentication-method pre-shared-keys

set security ike proposal first_ikeprop dh-group group2

set security ike proposal first_ikeprop authentication-algorithm md5

set security ike proposal first_ikeprop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ike policy first_ikepol mode main

set security ike policy first_ikepol proposals first_ikeprop

set security ike policy first_ikepol pre-shared-key ascii-text "$9$xFU-b2ZUH5Qn4aQn/CB17-V"

set security ike gateway first ike-policy first_ikepol

set security ike gateway first address 4.4.4.2

set security ike gateway first external-interface ge-0/0/0.0

set security ipsec proposal first_ipsecprop protocol esp

set security ipsec proposal first_ipsecprop authentication-algorithm hmac-md5-96

set security ipsec proposal first_ipsecprop encryption-algorithm 3des-cbc

set security ipsec policy first_ipsecpol perfect-forward-secrecy keys group1

set security ipsec policy first_ipsecpol proposals first_ipsecprop

set security ipsec vpn first_vpn bind-interface st0.0

set security ipsec vpn first_vpn ike gateway first

set security ipsec vpn first_vpn ike ipsec-policy first_ipsecpol

set security ipsec vpn first_vpn establish-tunnels immediately

set security policies default-policy permit-all

set routing-instances VR1 instance-type virtual-router

set routing-instances VR1 interface ge-0/0/1.0

set routing-instances VR1 interface st0.0

set routing-instances VR1 routing-options static route 6.6.6.0/24 next-hop st0.0

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

VR で st0 を設定するには、次の操作を行います。

1. インターフェースを設定します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.1.1.2/30

user@host# set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.2.2.2/30

user@host# set interfaces st0 unit 0 family inet address 3.3.3.2/30

2. IPsec トンネルのフェーズ 1 を設定します。

[edit security ike]

user@host# set proposal first_ikeprop authentication-method pre-shared-keys

user@host# set proposal first_ikeprop dh-group group2

user@host# set proposal first_ikeprop authentication-algorithm md5

user@host# set proposal first_ikeprop encryption-algorithm 3des-cbc
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3. IKE ポリシーを設定し、プロポーザルを参照します。

[edit security ike]

user@host# set policy first_ikepol mode main

user@host# set policy first_ikepol proposals first_ikeprop

user@host# set policy first_ikepol pre-shared-key ascii-text

"$9$xFU-b2ZUH5Qn4aQn/CB17-V"

4. IKE ゲートウェイを設定し、ポリシーを参照します。

[edit security ike]

user@host# set gateway first ike-policy first_ikepol

user@host# set gateway first address 4.4.4.2

user@host# set gateway first external-interface ge-0/0/0.0

5. IPsec トンネルのフェーズ 2 を設定します。

[edit security ipsec]

user@host# set proposal first_ipsecprop protocol esp

user@host# set proposal first_ipsecprop authentication-algorithm hmac-md5-96

user@host# set proposal first_ipsecprop encryption-algorithm 3des-cbc

6. ポリシーを設定し、プロポーザルを参照します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy first_ipsecpol perfect-forward-secrecy keys group1

user@host# set policy first_ipsecpol proposals first_ipsecprop

7. AutoKey IKE を設定し、ポリシーとゲートウェイを参照します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn first_vpn ike gateway first

user@host# set vpn first_vpn ike ipsec-policy first_ipsecpol

user@host# set vpn first_vpn establish-tunnels immediately

8. トンネルインターフェースへの VPN バインドを設定します。

[edit security ipsec]

user@host# set vpn first_vpn bind-interface st0.0

9. セキュリティポリシーを設定します。

[edit security policies]

user@host# set default-policy permit-all

10. ルーティング インスタンスで st0 を設定します。

[edit routing-instances]

user@host# set VR1 instance-type virtual-router

user@host# set VR1 interface ge-0/0/1.0

user@host# set VR1 interface st0.0

11. ルーティング オプションを設定します。

[edit routing-instances VR1 routing-options]

user@host# set static route 6.6.6.0/24 next-hop st0.0

結果 設定モードから、show security およびshow routing-instances コマンドを入力して設定を確認

します。意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修

正します。
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user@host# show security

ike {

proposal first_ikeprop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm md5;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy first_ikepol {

mode main;

proposals first_ikeprop;

pre-shared-key ascii-text "$9$xFU-b2ZUH5Qn4aQn/CB17-V"; ## SECRET-DATA

}

gateway first {

ike-policy first_ikepol;

address 4.4.4.2;

external-interface ge-0/0/0.0;

}

}

ipsec {

proposal first_ipsecprop {

protocol esp;

authentication-algorithm hmac-md5-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy first_ipsecpol {

perfect-forward-secrecy {

keys group1;

}

proposals first_ipsecprop;

}

vpn first_vpn {

bind-interface st0.0;

ike {

gateway first;

ipsec-policy first_ipsecpol;

}

establish-tunnels immediately;

}

}

policies {

default-policy {

permit-all;

}

}

user@host# show routing-instances

VR1 {

instance-type virtual-router;

interface ge-0/0/1.0;

interface st0.0;

routing-options {

static {

route 6.6.6.0/24 next-hop st0.0;

}

}

}
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デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

検証

設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行します。

• 仮想ルーター上の st0 インターフェースを認証する 533ページ

仮想ルーター上の st0 インターフェースを認証する

目的 仮想ルーター上の st0 インターフェースを認証します。

アクション 運転モードから、show interfaces st0.0 detail コマンドを入力しますルーティングテーブルに

リストされる番号は、show route all コマンドでの、ルーティングテーブルの順番です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

仮想ルーターの制約について

本リリースでは、仮想ルーター（VR）については以下の機能はサポートされていません。

• VR 内でのポイントツーマルチポイント トンネル

• VR 内での動的エンドポイント VPN およびリモートアクセス VPN

• VR 内での NAT-Traversal（NAT-T）

• VR 内でのポリシーベース VPN

• VR 内での公開鍵インフラストラクチャ（PKI）

• VR 内でのインターネット鍵交換（IKE）

• VR 内での VPN とのシャーシ クラスタ アクティブ/アクティブ

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス

• 528ページのルートベース VPN の仮想ルーター サポート
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第19章

証明書用の公開鍵暗号化

• 証明書および PKI について 535ページ

• デジタル署名設定の概要 539ページ

• 公開鍵/秘密鍵ペア 541ページ

• CA プロファイル 543ページ

• 証明書登録 544ページ

• 証明書要求 548ページ

• 証明書のロード 550ページ

• CRL 552ページ

• 自己署名証明書 558ページ

• 証明書の削除（CLI 手順） 561ページ

証明書および PKI について

Aデジタル証明書 は、トラステッド サードパーティを通じてユーザー識別をする電子的手段

で、いわゆる CA（認証局）として知られています。別の方法として、ID 認証のために、自己

署名した証明書を使うこともできます。

CA サーバーは独立した CA が所有して運営することも、あなたの組織が所有して運営すること

もでき、後者の場合はあなたが自分専用の CA になります。独立の CA を使用する場合は、そ

の CA に CA と 証明書取り消しリスト（CRL）サーバーのアドレス（証明書と CRL を取得する

ため）と、個人証明書要求の発行時に必要な情報を求める必要があります。あなたが自分の CA

になる場合、これらの情報を自分で決定することになります。

公開鍵暗号化（PKI)は、デジタル証明書管理のためのインフラストラクチャを提供します。

本項には、以下の内容が含まれます。

• 署名の証明と検証 536ページ

• 公開鍵インフラストラクチャ 536ページ

• PKI 管理と実装 538ページ

• インターネット鍵交換 539ページ
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署名の証明と検証

証明書を発行する CA はメッセージ ダイジェスト 5（MD5）またはセキュアハッシュ アルゴリ

ズム 1（SHA-1）を使用して、ダイジェストを生成し、次に秘密鍵を使ってダイジェストを暗号

化することで証明書に「署名」します。こうして作成されるのがデジタル署名です。CA は今度

はデジタル署名された証明書を、それを要求する者に送ります。536ページの図52 は、このプロ

セスを示しています。

証明書の受取側は、証明書ファイルに対して同じ MD5 または SHA-1 ハッシュアルゴリズムを

適用することで、別のダイジェストを生成し、次に CA の公開鍵を使って、デジタル署名を復

号化します。受取側は、復号化されたダイジェストを、先ほど生成されたダイジェストと比較

して、CA 署名の保全性を確認でき、ひいては付随する証明書の保全性を確認できることになり

ます。536ページの図52 は、このプロセスを示しています。

注: エンド エンティティ（EE)証明書の発行者がルート証明書でない場合、8 レベ

ルまでが検証されます。検証チェーン内での各証明書の取り消しステータスも検証

されます。証明書取り消しステータスは、CRL内にそのシリアル番号が含まれていな

い場合に「有効」と見なされ、CA プロファイルのリフレッシュ要件を充足します。

図 52: デジタル署名の確認

公開鍵インフラストラクチャ

証明書の信頼性を確認するためには、証明済みの認証局（CA）のパスを、ローカル証明書発行

局から、CA ドメインのルート認証局までさかのぼって追跡できなければなりません。公開鍵イ

ンフラストラクチャ PKI（公開鍵インフラストラクチャ）という用語は、公開鍵暗号化の有効

実施に必要なトラスト階層構造を意味しています。

537ページの図53 は、単一ドメインの認証局の構造を示しています。
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図 53: トラストの PKI 階層— CA ドメイン

証明書をある組織内のみで使用する場合、この組織は専用の CA ドメインを取得し、その中で

会社 CA が社員の証明書を発行し、認証することが可能です。また同組織がその後、他 CA ド

メイン (自己の CA ドメインを持つ他組織の従業員等) との間で証明書の交換を希望する場合、

2 つの CA は、互いの認証を信用することに同意することで、相互証明を実施することができ

ます。この場合、PKI 構造は垂直方向ではなく、水平方向に拡大することになります。538ペー

ジの図54を参照してください。
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図 54: 相互証明

PKI 管理と実装

Junos OS での証明書ベースの認証に必要な最小 PKI 要素は次のとおりです。

• CA 証明書および権限の設定。

• デバイスの ID（IKE ID タイプや値等）を含めたローカル証明書、および秘密鍵、公開鍵。

• CRL による証明書の認証。

Junos OS は次の 3 種類の PKI オブジェクトをサポートしています。

• 秘密鍵/公開鍵のペア

• 証明書

• ローカル証明書—ローカル証明書には、公開鍵とJuniper Networks デバイスの ID 情報が

含まれます。Juniper Networks デバイスには、関連する秘密鍵があります。この証明書

は、Juniper Networks デバイスからの証明書要求に基づき生成されます。

• 保留中証明書—保留中証明書には、鍵のペアと、PKCS10 証明書要求内に生成され、手動で

送信された認証局（CA）に送信された ID 情報が含まれます。Juniper Networks デバイス

が、CA からの証明書を待つ間、既存のオブジェクト（鍵のペアと証明書請求書）が証明書

要求または保留中証明書としてタグ付けられます。

注: Junos OS リリース9.0 以降は、簡易認証送受信プロトコル（SCEP）によ

る、証明書要求の自動送信をサポートしています。
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• CA 証明書— CA が証明書を発行し、Junos デバイスにロードされたら、保留中証明書は新

しく生成されたローカル証明書に取って代わられます。デバイスにロードされたその他の

全ての証明書は、CA 証明書と見なされます。

• 証明書の取り消しリスト（CRL）

PKI は、便利で実用的にするために、管理と実装を透過的にする必要があります。そのために、

Junos OS では次の機能をサポートしています。

• 公開鍵と秘密鍵のペアを生成します。

• 異なる CA から複数のローカル証明書をロードします。

• IPsec トンネル確立の際に証明書を配付します。

• PKI 階層内の CA 権限の 8 レベル上までの証明書パスを検証します。

• 公開鍵暗号化標準 #7（PKCS#7）をサポートします。その結果、デバイスは、X.509 証明書

と、PKCS#7 エンベロープ内にパッケージされた証明書取り消しリスト（CRL）を受け入れる

ことができます。

注: Junos OS は 7 KBまでの PKCS #7 ファイルに対応しています。

• ライトウェイト ディレクトリ アクセス プロトコル（LDAP）またはハイパーテキスト転送プ

ロトコル（HTTP)により、CRL オンライン検索を行います。

インターネット鍵交換

インターネット鍵交換（IKE）セッションの参加者 2 人の間で送信されるメッセージのデジタ

ル署名も、デジタル証明書の検証と同じような手順で行われますが、次のような相違点があり

ます。

• 送信者は CA 証明書からではなく、IP パケット ペイロードのデータからダイジェストを作

成します。

• 一方受取側は CA ではなく送信者の公開鍵/秘密鍵ペアを使用します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

•

• 539ページのデジタル署名設定の概要

• 441ページのVPN 概要

デジタル署名設定の概要

CA 証明書およびローカル証明書は、手動で取得するか、または簡易認証送受信プロトコル

（SCEP）を使ってオンラインで取得できます。証明書は認証可能および更新可能で、必要がな

くなったときには削除することができます。
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Junos OS リリース8.5 以前では、手動での証明書要求のみをサポートしています。このプロセ

スには、PKCS10 要求の生成、CA への送信、署名済み証明書の取得、および証明書の手動での

JUniper Networks デバイスへのロードが含まれます。

SCEP からの証明書要求の自動送信は、Junos OS リリース9.0 以降でのみサポートされていま

す。

セキュア VPN 接続の確立時にデジタル証明書を使用して自分の身元を認証するには、最初に以

下を実行します。

• ローカル証明書を受け取ろうとする CA の証明書を取得して、デバイスにロードします。CA

証明書には、無効な証明書を識別するための CRL を含むことができます。

• すでにロードした CA 証明書をもらった CA からローカル証明書を取得し、このローカル証

明をデバイスにロードします。ローカル証明書は、トンネル接続で、Juniper Networks デバ

イスのID を確立します。

本項には、以下の内容が含まれます。

• オンラインでのデジタル証明書の有効化：設定の概要 540ページ

• デジタル証明書の手動生成：設定の概要 540ページ

オンラインでのデジタル証明書の有効化：設定の概要

SCEP はデジタル証明書の要求にオンライン メソッドを使用します。オンラインで証明書を取

得するには、次の操作を行います。

1. デバイス上の鍵のペアを生成します。「542ページの「例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

2. CA に特有の情報を含む CA プロファイルを作成します。「543ページの「例：CA プロファイ

ルの設定」」を参照してください。

3. CA 証明書を登録します。「545ページの「オンラインでの CA 証明書の登録（CLI 手順）」」

を参照してください。

4. すでにロードした CA 証明書をもらった CA からのローカル証明書を登録します。「545ペー

ジの「例:SCEP を使ってローカル証明書を取得する」」を参照してください。

5. 自動再登録を設定します。「547ページの「例:SCEP を使ってローカル証明書を自動更新す

る」」を参照してください。

デジタル証明書の手動生成：設定の概要

デジタル証明書を手動で取得するには、次の操作を行います。

1. デバイス上の鍵のペアを生成します。「542ページの「例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

2. CA に特有の情報を含む CA プロファイルを作成します。「543ページの「例：CA プロファイ

ルの設定」」を参照してください。

3. ローカル証明書用の CSR を生成し、CA サーバーに送ります。「549ページの「例:CSR の手

動生成」」を参照してください。
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4. デバイスに証明書をロードします。551ページの「「例:手動で CA とローカル証明書をロー

ドする」」を参照してください。

5. 自動再登録を設定します。「547ページの「例:SCEP を使ってローカル証明書を自動更新す

る」」を参照してください。

6. 必要であれば、デバイス上に証明書の CRL をロードします。「553ページの「例:CSR のデバ

イスへの手動ロード」」を参照してください。

7. 必要であれば、CRL ロケーションで CA プロファイルを設定します。「556ページの「例:CRL

ロケーションで認証局プロファイルを設定する」」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 535ページの証明書および PKI について

• 554ページの例:証明書の有効性の検証

• 556ページの例:CRL ロケーションで認証局プロファイルを設定する

• 561ページの証明書の削除（CLI 手順）

公開鍵/秘密鍵ペア

• 公開鍵暗号化について 541ページ

• 例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成 542ページ

公開鍵暗号化について

公開鍵暗号化の際に使用される公開鍵/秘密鍵ペアは、デジタル証明書を使用する際に重要な役

割を果たします。A公開鍵/秘密鍵ペア は、データの暗号化と復号化を行います。データ所有者

が一般に公開するために公開鍵を使って暗号化したデータは、秘密保持、保護のため設定され

た対応する秘密鍵によってのみ復号できます。たとえば、もし Alice が Bob に暗号化された

メッセージを送信したい場合、Alice は Bob の公開鍵でメッセージを暗号化、送信することが

できます。そしてメッセージを受け取った Bob は、秘密鍵でメッセージを復号できるというこ

とになります。

この逆、つまり秘密鍵でデータを暗号化し、対応する公開鍵で復号するという方法もまた有用

です。このプロセスは、デジタル署名作成と呼ばれます。たとえば、もし Alice が送信者とし

ての ID を表示したい場合、メッセージを自身の秘密鍵で暗号化し、Bob に送信することがで

きます。メッセージを受け取った Bob は、Alice の公開鍵でメッセージを復号します。

公開鍵と秘密鍵のペアを生成すると、デバイスは自動的に、証明書保管所内のファイルにこの

鍵のペアを保存し、その後、この鍵は証明書要求コマンドで使用されます。

注: デフォルトの RSA 鍵サイズは 1023 bit です。簡易認証送受信プロトコル

（SCEP）を使用している場合は、Junos OS は RSA のみをサポートします。
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注: デバイスが大量の証明書を一度に更新し、そのため鍵を高速度で使用するよう

な場合は、事前生成の鍵が足りなくなり、新規の要求ごとに迅速に生成しなければ

なりません。この場合、鍵の生成がデバイスのパフォーマンスに影響を及ぼすこと

があり、特に高可用性環境ではデバイスのパフォーマンスが数分間低下します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 535ページの証明書および PKI について

• 542ページの例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成

• 539ページのデジタル署名設定の概要

例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成

この例では、公開鍵と秘密鍵のペアの生成のしかたについて説明しています。

• 要件 542ページ

• 概要 542ページ

• 設定 542ページ

• 検証 542ページ

要件

この機能の設定前には、デバイスの初期化以外には特別な設定は必要ありません。

概要

この例では、ca-ipsec という名前の公開鍵と秘密鍵のペアを生成します。

設定

ステップごとの手順 公開鍵と秘密鍵のペアを生成するには、次の操作を行います。

1. 証明書鍵ペアを作成します。

[edit]

user@host> request security pki generate-key-pair certificate-id ca-ipsec

検証

公開鍵と秘密鍵のペアが生成されたら、Juniper Networks デバイスに次のように表示されま

す。

generated key pair ca-ipsec, key size 1024 bits

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 541ページの公開鍵暗号化について

• 554ページの例:証明書の有効性の検証

• 539ページのデジタル署名設定の概要
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CA プロファイル

• 認証局プロファイルについて 543ページ

• 例:CA プロファイルの設定 543ページ

認証局プロファイルについて

認証局（CA）プロファイル設定には、CA 特有の情報が含まれます。デバイスには複数の CA プ

ロファイルを置くことができます。例えば、Microsoft 用に 1 つのプロファイル、Entrust 用

に 1 つのプロファイルを置くことができます。各プロファイルは CA 証明書と関連づけられま

す。古い CA 証明書を削除せずに新しい CA 証明書をロードしたい場合、新しい CA プロファ

イル（例えば、Microsoft-2008）を作成する必要があります。

注: サポートしている CA は Entrust、Microsoft および Verisign です。SCEP は

Microsoft CA のみをサポートしています。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 535ページの証明書および PKI について

• 543ページの例:CA プロファイルの設定

例:CA プロファイルの設定

この例は、CA プロファイルの設定のしかたを説明しています。

• 要件 543ページ

• 概要 543ページ

• 設定 544ページ

• 検証 544ページ

要件

この機能の設定前には、デバイスの初期化以外には特別な設定は必要ありません。

概要

この例では、CA ID が microsoft-2008 の ca-profile-ipsec という CA プロファイルを作成

します。設定により、CRL を48時間ごとにリフレッシュし、CRL の取得ロケーションが

http://www.my-ca.com であることが指定されています。この例では、登録再試行値を 20 に設

定します。（デフォルトの再試行値は 10 です）

自動証明書ポーリングは 30 秒毎に設定されています。再試行間隔を設定せずに再試行のみを

設定すると、デフォルトの再試行間隔は 900 秒（つまり15分）となります。再試行も再試行間

隔も設定しないと、ポーリングは行われません。
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設定

ステップごとの手順 CA プロファイルを構成するには、次の操作を行います。

1. CA プロファイルを作成します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile ca-profile-ipsec ca-identity microsoft-2008

revocation-check crl refresh-interval 48 url http://www.my-ca.com/my-crl.crl

2. 登録再試行値を指定します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile ca-profile-ipsec enrollment retry 20

3. オンラインで自動的に CA 証明書を登録する各試行間の間隔を秒数で指定します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile ca-profile-ipsec enrollment retry-interval

1800

4. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に確定されたかどうかを検証するには、show security pki コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 543ページの認証局プロファイルについて

• 539ページのデジタル署名設定の概要

証明書登録

• オンライン CA 証明書登録について 544ページ

• オンラインでの SCEP を使った、CA 証明書の登録（CLI 手順） 545ページ

• 例:オンラインでSCEP を使ってローカル証明書を登録する 545ページ

• 例:SCEP を使ってローカル証明書を自動更新する 547ページ

オンライン CA 証明書登録について

簡易認証送受信プロトコル（SCEP）では、オンラインで認証局（CA）証明書を取得し、特定の

証明書 ID についてオンライン登録を開始するよう、Juniper Networks デバイスを設定するこ

とができます。CA 公開鍵は、リモート ピアからの証明書を検証します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 541ページの公開鍵暗号化について

• 535ページの証明書および PKI について

• 545ページのオンラインでの CA 証明書の登録（CLI 手順）
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• 545ページの例:SCEP を使ってローカル証明書を取得する

オンラインでの SCEP を使った、CA 証明書の登録（CLI 手順）

始める前に

1. 公開鍵と秘密鍵のペアを作成します。「542ページの「例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

2. CA プロファイルを作成します。543ページの「例「CA プロファイルの設定」」を参照してく

ださい。.

CA 証明書をオンラインで登録するには、次の操作を行います。

1. SCEP を使って、オンラインで CA 証明書を取得します。（CA サーバーに到達するために必

要な属性は、定義済み CA プロファイルから取得されます。）

user@host> request security pki ca-certificate enroll ca-profile ca-profile-ipsec

このコマンドは、受け取った CA 証明書のフィンガープリント提供のため、同時に処理され

ます

Fingerprint:

e6:fa:d6:da:e8:8d:d3:00:e8:59:12:e1:2c:b9:3c:c0:9d:6c:8f:8d (sha1)

82:e2:dc:ea:48:4c:08:9a:fd:b5:24:b0:db:c3:ba:59 (md5)

Do you want to load the above CA certificate ?[yes,no]

2. 正しい証明書がロードされたかどうかを確認します。CA 証明書は、CLI プロンプトで yes

と入力した場合にだけロードされます。

鍵のペアのビット長等、証明書に関する詳細情報については、「Junos OS CLI リファラン

ス」で説明されている show security pki ca-certificateコマンドを使用します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 544ページのオンライン CA 証明書登録について

• 539ページのデジタル署名設定の概要

• 545ページの例:オンラインでSCEP を使ってローカル証明書を登録する

• 547ページの例:SCEP を使ってローカル証明書を自動更新する

例:オンラインでSCEP を使ってローカル証明書を登録する

この例は、オンラインでのローカル証明書の登録のしかたを説明しています。

• 要件 546ページ

• 概要 546ページ

• 設定 546ページ

• 検証 547ページ
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要件

始める前に

• 公開鍵と秘密鍵のペアを作成します。「542ページの「例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

• 認証局プロファイルを設定します。543ページの「例「CA プロファイルの設定」」を参照して

ください。.

概要

この例では、オンラインでローカル証明書を取得し、SCEP を使って指定された証明書 ID につ

いてオンライン登録を開始するよう、JUniper Networks デバイスを設定します。CA プロファ

イルの名前を ca-profile-ipsec と指定し、CA ロケーションを

http://10.155.8.1/certsrv/mscep/mscep.dllに指定します。

request security pki local-certificate enroll コマンドを使って、指定した証明書 ID につい

てオンライン登録を開始します。CA プロファイル名（例えば ca-profile-ipsec）、事前に生成

された鍵のペアに対応する証明書 ID（例えば qqq）、および以下の情報を指定しなければなり

ません。

注: SCEP はPKCS#7 形式内に入れられた PKCS#10 形式の証明書要求を送信します。

• 証明書の登録と取り消しのための、aaa 等のチャレンジ CA パスワード。CA がチャレンジパ

スワードを提供していない場合は、自分自身でパスワードを選びます。

• 次の値の中からすくなくとも 1 つ。

• IKE ネゴシエーション時に証明書オーナーを識別するためのドメイン名（例 qqq.juniper.net

等）

• E メール ステートメントで IKE ネゴシエーションをする証明書オーナーのID（例

qqq@juniper.net 等）

• デバイスが静的 IP アドレス用に設定されている場合、IP アドレス（例 10.10.10.10 等）。

• クオーテーションマークで囲んだ、識別名形式でのサブジェクト名（ドメインコンポーネン

ト（DC）、通称名（CN）、組織単位名（OU）、組織名（O）、地域（L）、州（ST）、国（C）

等）を指定します。

デバイス証明書が取得されると、証明書 ID について、オンライン登録が始まります。このコ

マンドは同時に処理されます。

設定

ステップごとの手順 ローカル証明書をオンラインで登録するには、次の操作を行います。

1. CA プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile ca-profile-ipsec enrollment url

http://10.155.8.1/certsrv/mscep/mscep.dll
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2. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

3. 運転モード コマンドを実行して、登録処理を開始します。

user@host> request security pki local-certificate enroll ca-profile ca-profile-ipsec

certificate-id qqq challenge-password aaa domain-name qqq.juniper.net email

qqq@juniper.net ip-address 10.10.10.10 subject DC=juniper, CN=router3, OU=marketing,

O=juniper, L=sunnyvale, ST=california, C=us

検証

設定が適切に動作するどうかを検証するには、show security pki コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 544ページのオンライン CA 証明書登録について

• 539ページのデジタル署名設定の概要

• 545ページのオンラインでの SCEP を使った、CA 証明書の登録（CLI 手順）

• 547ページの例:SCEP を使ってローカル証明書を自動更新する

例:SCEP を使ってローカル証明書を自動更新する

この例では、SCEP を使って、自動的にローカル証明書を更新する方法を示しています。

• 要件 547ページ

• 概要 547ページ

• 設定 548ページ

• 検証 548ページ

要件

始める前に

• オンラインか手動で証明書を取得します。「540ページの「オンラインでのデジタル証明書の

有効化：設定概要」」を参照してください。

• ローカル証明書を取得します。「545ページの「例:SCEP を使ってローカル証明書を取得す

る」」を参照してください。

概要

オンライン登録または手動ロードで取得した証明書を自動的に更新するよう、デバイスを設定

することができます。自動証明書更新によってセキュリティデバイスの証明書を期限切れにな

る前に更新することを覚えておかなくても済むようになり、しかも有効な証明書を常時管理す

る上でも役に立ちます。

デフォルトでは、自動証明書更新は無効です。セキュリティデバイスが、証明書を期限切れに

なる前に更新する要求を自動的に送信するように、自動証明書更新を有効化し、デバイスを設
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定することができます。デバイスに証明書更新要求を送信させる時期を、有効期限までの日数

と分で設定できます。証明書ごとに異なる時間を設定することで、セキュリティデバイスがす

べての証明書を一度に更新しなくても済むようにできます。

この機能が働くためには、デバイスが SCEP サーバーにアクセスできなければならず、また更

新処理中に証明書がデバイスに存在しなければなりません。さらに、証明書を発行する CA が

同じ DN を返せなければなりません。CA は新しい証明書内のサブジェクト名または代替サブ

ジェクト名拡張子を変更してはなりません。

この例では、自動 SCEP 証明書更新を、すべての SCEP 証明書に対して、または証明書毎に使

用可能または使用不可にできます。security pki auto-re-enrollment コマンドを設定して、証

明書登録を有効化して設定します。CA 証明書の証明書 ID をsm1 に指定し、その証明書に関連

付けられる CA プロファイル名を aaa に設定します。CA 証明書のチャレンジパスワードを abc

に設定します。このパスワードは、事前にその CA について設定したものと同じでなければな

りません。また、再登録のトリガタイムを 10 に設定します。デフォルトでは、自動再登録の

際に、Juniper Networks デバイスは既存の鍵ペアを使用します。新しい鍵のペアを生成するに

は re-generate-keypair コマンドを使用します。

設定

ステップごとの手順 ローカル証明書の再登録を有効化し設定するには、次の操作を行います。

1. 証明書の再登録を有効化し設定するには、次の操作を行います。

[edit]

user@host# set security pki auto-re-enrollment certificate-id ca-ipsec ca-profile-name

ca-profile-ipsec challenge-password abc re-enroll-trigger-time-percentage 10

re-generate-keypair

2. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に動作するどうかを検証するには、 show security pki local-certificate detail 運

転モード コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 544ページのオンライン CA 証明書登録について

• 556ページの例:CRL ロケーションで認証局プロファイルを設定する

• 545ページのオンラインでの CA 証明書の登録（CLI 手順）

• 545ページの例:SCEP を使ってローカル証明書を取得する

証明書要求

• ローカル証明要求について 549ページ

• 例:ローカル証明書用の CSR を生成し、CA サーバーに送る 549ページ
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ローカル証明要求について

ローカル証明書要求を作成すると、デバイスは、事前に同じ証明書 ID を使って生成されてい

た鍵のペアから、PKCS #10 形式で CA 証明書を生成します。

サブジェクト名は、通称名（CN）、組織単位（OU）、組織（O）、地域（L）、州（ST）、国（C）

およびドメイン コンポーネント（DC）という形式でローカル証明書要求と関連付けられます。

さらに、サブジェクト代替名は、次の形式で関連付けられます。

• IP アドレス

• E-mail アドレス

• 完全修飾ドメイン名（FQDN）

注: CA の中には、証明書内のドメイン名として E メールアドレスに対応してい

ないところあります。E メールアドレスをローカル証明書要求に含めないと、デ

バイスを動的ピアとして構成する際に Eメール アドレスをロ－カルIKE ID とし

て使用することができません。代わりに完全修飾ドメイン名を使用する（ローカ

ル証明書に含まれていれば）か、ローカル ID フィールドを空欄にすることがで

きます。動的ピアのローカル ID を指定しない場合は、IPsec トンネルの反対側

のデバイスで peer ID フィールドに hostname.domain-name を入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 535ページの証明書および PKI について

• 549ページの例:CSR の手動生成

例:ローカル証明書用の CSR を生成し、CA サーバーに送る

この例では、手動での証明書署名請求の生成のしかたを説明しています。

• 要件 549ページ

• 概要 549ページ

• 設定 550ページ

• 検証 550ページ

要件

始める前に

1. 公開鍵と秘密鍵を作成します。「542ページの「例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を参照し

てください。

概要

この例では、事前に生成されている公開鍵/秘密鍵のペアの証明書 ID を使って、証明書要求を

生成します。次に、ドメイン名（juniper.net）と関連通称名（abc）を指定します。証明書要

求は PEM 形式で表示されます。
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生成された証明書要求をコピーして、CA のウェブサイトの所定のフィールド内に貼り付けて、

ローカル証明書を取得します。（証明書要求をどこに貼り付けるかについては、CA サーバーの

ドキュメントを参照してください。）PKCS #10 コンテンツが表示されたら、PKCS #10 ファイ

ルの MD5 ハッシュと SHA-1 ハッシュも表示されます。

設定

ステップごとの手順 ローカル証明書を手動で生成するには、次の操作を行います。

1. 証明書 ID、ドメイン名および通称名を指定します。

user@host> request security pki generate-certificate-request certificate-id ca-ipsec

domain-name juniper.net subject CN=abc

検証

証明書署名要求を表示するには、show security pki certificate-request detail コマンドを入

力します。

Certificate identifier: ca-ipsec

Certificate version: 1

Issued to: CN = abc

Public key algorithm: rsaEncryption(1024 bits)

30:81:89:02:81:81:00:da:ea:cd:3a:49:1f:b7:33:3c:c5:50:fb:57

de:17:34:1c:51:9b:7b:1c:e9:1c:74:86:69:a4:36:77:13:a7:10:0e

52:f4:2b:52:39:07:15:3f:39:f5:49:d6:86:70:4b:a6:2d:73:b6:68

39:d3:6b:f3:11:67:ee:b4:40:5b:f4:de:a9:a4:0e:11:14:3f:96:84

03:3c:73:c7:75:f5:c4:c2:3f:5b:94:e6:24:aa:e8:2c:54:e6:b5:42

c7:72:1b:25:ca:f3:b9:fa:7f:41:82:6e:76:8b:e6:d7:d2:93:9b:38

fe:fd:71:01:2c:9b:5e:98:3f:0c:ed:a9:2b:a7:fb:02:03:01:00:01

Fingerprint:

0f:e6:2e:fc:6d:52:5d:47:6e:10:1c:ad:a0:8a:4c:b7:cc:97:c6:01 (sha1)

f8:e6:88:53:52:c2:09:43:b7:43:9c:7a:a2:70:98:56 (md5)

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• Junos OS CLI リファランス内の show security pki certificate-request

• 549ページのローカル証明要求について

• 539ページのデジタル署名設定の概要

証明書のロード

• 証明書のロードについて 550ページ

• 例:手動で CA とローカル証明書をロードする 551ページ

証明書のロードについて

CA から証明書をダウンロードしたら、デバイスに転送し（FTP 等を使って）、次にロードしま

す。
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Junos OS を搭載しているデバイスには、次の証明書ファイルをロードすることができます。

• ローカルデバイスを識別するローカル証明書またはエンドエンティティ（EE）証明書この証

明書は公開鍵です。

• CA の公開鍵を含む CA 証明書

• CA が取り消した証明書がリストされた CRL

注: デバイスには複数の EE 証明書をロードできます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 535ページの証明書および PKI について

• 551ページの例:手動で CA とローカル証明書をロードする

例:手動で CA とローカル証明書をロードする

この例では、CA 証明書およびローカル証明書を手動でロードする方法を説明しています。

• 要件 551ページ

• 概要 551ページ

• 設定 552ページ

• 検証 552ページ

要件

始める前に

• 公開鍵/秘密鍵のペアを作成します。「542ページの「例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を参

照してください。

• CA プロファイルを作成します。「543ページの「認証局プロファイルについて」」を参照して

ください。

注: CA プロファイルは、CA 証明書に関してのみ必要で、ローカル証明書には必

要ありません。

• 証明書要求を生成します。「549ページの「例:CSR の手動生成」」を参照してください。

概要

この例では、local.cert 証明書と ca.cert 証明書をダウンロードして、デバイス上の /var/tmp/

/var/tmp/ ディレクトリ内に保存します。
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設定

ステップごとの手順 証明書ファイルをデバイスにロードするには、次の操作を行います。

1. ローカル証明書をロードします。

[edit]

user@host> request security pki local-certificate load certificate-id local.cert

filename /var/tmp/local.cert

2. CA 証明書をロードします。

[edit]

user@host> request security pki ca-certificate load ca-profile ca-profile-ipsec

filename /var/tmp/ca.cert

3. CA 証明書のフィンガープリントを調べ、この CA 証明書に合致している場合、yes を選

択して、受け入れます。

検証

証明書が適切にロードされたかどうかを確認するには、運転モードで show security pki

local-certificate and show security pki ca-certificate コマンドを入力します。

Fingerprint:

e8:bf:81:6a:cd:26:ad:41:b3:84:55:d9:10:c4:a3:cc:c5:70:f0:7f (sha1)

19:b0:f8:36:e1:80:2c:30:a7:31:79:69:99:b7:56:9c (md5)

Do you want to load this CA certificate ? [yes,no] (no) yes

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 550ページの証明書のロードについて

• 539ページのデジタル署名設定の概要

• 547ページの例:SCEP を使ってローカル証明書を自動更新する

• 554ページの例:証明書の有効性の検証

• 556ページの例:CRL ロケーションで認証局プロファイルを設定する

CRL

• CRL（証明書の取り消しリスト）について 552ページ

• 例:CSR のデバイスへの手動ローディング 553ページ

• 例:証明書の有効性の検証 554ページ

• 例:CRL ロケーションで認証局プロファイルを設定する 556ページ

• ロードした CRL を削除する（CLI 手順） 557ページ

CRL（証明書の取り消しリスト）について

通常の事業過程においては、様々な理由で証明書が取り消されることがあります。たとえば、

証明書の信頼性が失われれている、証明書の所有者が会社を辞めた場合に証明書を無効にした

いという場面がでてくるかもしれません。
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証明書の取り消しと有効性の管理は次の 2 つの方法で行えます。

• ローカル管理—これは限定的な方法です。

• 認証局（CA）証明書取り消しリスト（CRL）の参照による管理—ユーザーが指定した一定の間

隔、または CA が設定したデフォルトの間隔で、自動的にオンラインで CRL にアクセスでき

ます。

フェーズ 1 ネゴシエーションでは、参加者は CRL リストを参照し、 IKE 交換中に受け取っ

た認証が有効であるか確認します。CRL に CA 証明書が添付されておらず、デバイスにロード

されない場合、デバイスはローカル証明書の CRL 配付ポイントから、自動的にダウンロードす

るよう試行します。デバイスが証明書配付ポイント（CDP）で URL に接続に失敗した場合、CA

プロファイル内で設定されている URL から CRL を取得しようと試みます。

証明書に証明書配付ポイント拡張子が含まれておらず、ライトウェイト ディレクトリ アクセ

ス プロトコル（LDAP）またはハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP)からCRL を自動取得で

きない場合は、CRL を手動で取得して、デバイスにロードできます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 535ページの証明書および PKI について

• 553ページの例:CSR のデバイスへの手動ロード

• 554ページの例:証明書の有効性の検証

• 557ページのロードした CRL を削除する（CLI 手順）

• 556ページの例:CRL ロケーションで認証局プロファイルを設定する

例:CSR のデバイスへの手動ローディング

この例では、デバイスに手動で CRL をロードする方法を説明しています。

• 要件 553ページ

• 概要 554ページ

• 設定 554ページ

• 検証 554ページ

要件

始める前に

1. 公開鍵と秘密鍵のペアを作成します。「542ページの「例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

2. 証明書要求を生成します。「549ページの「例:CSR の手動生成」」を参照してください。

3. 認証局（CA）プロファイルを設定します。543ページの「例「CA プロファイルの設定」」を

参照してください。.

4. 証明書をデバイスにロードします。551ページの「例:「手動で CA とローカル証明書をロー

ドする」を参照してください。」.
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概要

CRL は手動でロードすることもできますし、証明書の有効性が確認できたら、デバイスに自動

的にロードさせることもできます。CRL を手動でロードするには、CA から CRL を取得し、デ

バイスに転送します（FTP 等を使って）。

この例では、デバイスの /var/tmp ディレクトリから、 revoke.crl という名前の CRL 証明書

をロードします。CA プロファイルの名前は ns-profile です。（最大ファイルサイズは 5 MB。）

注: CRL がすでに ca-profile にロードされている場合、まず、古い CRL をクリア

するために、clear security pki crl ca-profile ca-profile-ipsec コマンドを実行

しなければなりません。

設定

ステップごとの手順 CRL 証明書を手動でロードするには、次の操作を行います。

1. CRL 証明書をロードします。

[edit]

user@host> request security pki crl load ca-profile ca-profile-ipsec filename

/var/tmp/revoke.crl

注: Junos OS は X509、PKCS #7、DER、または PEM 形式での CA 証明書のロー

ドをサポートしています。

検証

設定が適切に動作するどうかを検証するには、show security pki crl 運転モードコマンドを入

力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 552ページのCRL（証明書の取り消しリスト）について

• 539ページのデジタル署名設定の概要

• 554ページの例:証明書の有効性の検証

• 556ページの例:CRL ロケーションで認証局プロファイルを設定する

• 557ページのロードした CRL を削除する（CLI 手順）

例:証明書の有効性の検証

この例では、証明書の有効性の確認方法を説明しています。

• 要件 555ページ

• 概要 555ページ
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• 設定 555ページ

• 検証 555ページ

要件

この機能の設定前には、デバイスの初期化以外には特別な設定は必要ありません。

概要

この例では、証明書がすでに取り消されていないかどうか、あるいはローカル証明書を作成す

るのに使用した CA 証明書がデバイス上にまだ存在するかどうかを知るために、証明書を手動

で検証します。

証明書を手動で検証する際には、デバイスはローカル証明書（local.cert）を検証するために、

CA 証明書（ca-cert）を使用します。ローカル証明書が有効で、CA プロファイル内で

revocation-check が有効されている場合、デバイスは、CRL がロードされ、有効であることを

検証します。CRL がロードされておらず有効でない場合、デバイスは新しい CRL をダウンロー

ドします。

CA が発行した証明書または CA 証明書については、デバイスの設定で、DNS を設定しなければ

なりません。DNS は、配付 CRL および ca-profile 設定内の CA cert/revocation list url

内でホストを解決できなければなりません。さらに、チェックを受け取るためには、同じホス

トに、ネットワーク到達可能でなければなりません。

設定

ステップごとの手順 証明書の有効性を手動で検証するには、次の操作を行います。

1. ローカル証明書の有効性を検証します。

[edit]

user@host> request security pki local-certificate verify certificate-id local.cert

2. CA 証明書の有効性を検証します。

[edit]

user@host> request security pki ca-certificate verify ca-profile ca-profile-ipsec

注: 関連づけられている秘密鍵と署名も検証されます。

検証

設定が適切に動作するどうかを検証するには、 show security pki ca-profile コマンドを入力

します。

注: 検証成功ではなく、エラーが返された場合、エラーは pkid にログされます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 552ページのCRL（証明書の取り消しリスト）について
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• 553ページの例:CSR のデバイスへの手動ロード

• 556ページの例:CRL ロケーションで認証局プロファイルを設定する

• 557ページのロードした CRL を削除する（CLI 手順）

例:CRL ロケーションで認証局プロファイルを設定する

この例では、CRL ロケーションでの認証局プロファイルの設定方法を説明しています。

• 要件 556ページ

• 概要 556ページ

• 設定 557ページ

• 検証 557ページ

要件

始める前に

1. デバイス内の鍵のペアを生成します。「542ページの「例:公開鍵/秘密鍵のペアの生成」」を

参照してください。

2. CA に特有の情報を含む CA プロファイルを作成します。「543ページの「例：CA プロファイ

ルの設定」」を参照してください。

3. CA から個人証明書を取得します。「549ページの「例:CSR の手動生成」」を参照してくださ

い。

4. デバイスに証明書をロードします。551ページの「「例:手動で CA とローカル証明書をロー

ドする」」を参照してください。

5. 自動再登録を設定します。「399ページの「例：SecurID ユーザー認証の設定」」を参照して

ください。

6. 必要であれば、デバイス上に証明書の CRL をロードします。「553ページの「例:CSR のデバ

イスへの手動ロード」」を参照してください。

概要

フェーズ 1 ネゴシエーションでは、CRL リストを参照し、 IKE 交換中に受け取った認証がま

だ有効であるか確認します。CRL に CA 証明書が添付されておらず デバイスにもロードされて

いない場合、Junos OS は CA 証明書自体の中で定義された LDAP または HTTP CRL ロケーショ

ンから認証取り消しリストを取得しようとします。CA 証明書内に URL アドレスが定義されて

いない場合、デバイスはその CA 証明書のためユーザーが定義したサーバーの URL を使用しま

す。CRL URL を特定の CA 証明書で定義しなければ、デバイスは CA プロファイル定義内の URL

から CRL を取得します。

注: X509 証明書内の CRL 配付ポイント拡張子 (.cdp) は、HTTP URL か LDAP URL

のどちらかに追加できます。
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この例では、デバイスに my_profile という名前の CA プロファイルの有効性をチェックするよ

う指示し、CRL に CA 証明書が添付されておらず、デバイスにロードされていない場合には URL

http://abc/abc-crl.crl から CRL を取得するよう指示します。

設定

ステップごとの手順 CRL を使って証明書を設定するには、次の操作を行います。

1. CA プロファイルと URL を指定します。

[edit]

user@host# set security pki ca-profile my_profile revocation-check crl url

http://abc/abc-crl.crl

2. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

検証

設定が適切に動作するどうかを検証するには、show security pki 運転モードコマンドを入力し

ます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 552ページのCRL（証明書の取り消しリスト）について

• 553ページの例:CSR のデバイスへの手動ロード

• 554ページの例:証明書の有効性の検証

• 557ページのロードした CRL を削除する（CLI 手順）

• 561ページの証明書の削除（CLI 手順）

ロードした CRL を削除する（CLI 手順）

証明書の取り消しおよび有効性確認の管理に CRL が必要なくなったときに、ロードされた CRL

を削除することができます。

ロードされた証明書取り消しリストを削除するには、次のコマンドを使用します。

user@host> clear security pki crl ca-profile (ca-profile | all)

プロファイルで識別された CA に関連付けられている CRL を削除するため、CA プロファイル

を指定するか、all を使って全ての CRL を削除します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 552ページのCRL（証明書の取り消しリスト）について

• 553ページの例:CSR のデバイスへの手動ロード

• 554ページの例:証明書の有効性の検証

• 556ページの例:CRL ロケーションで認証局プロファイルを設定する
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自己署名証明書

• 自己署名証明書について 558ページ

• 自動生成された自己署名証明書を使う（CLI 手順） 559ページ

• 例:自己署名証明書の手動生成 560ページ

自己署名証明書について

自己署名証明書とは、認証局（CA）ではなく、作成者自身が署名した証明書です。

自己署名証明書は、ユーザーや管理者が、CA が署名した ID 証明書を取得するという多大な業

務を行う必要なく、SSL（セキュア ソケット レイヤー）ベースのサービスの使用を許可するも

のです。

注: 自己署名証明書は、CA が生成する証明書のように、追加のセキュリティを提供

するものではありません。これは、クライアントは、クライアントが接続している

サーバーは証明書に記載されているサーバーであることを検証できないからです。

本項には、以下の内容が含まれます。

• 自己署名証明書の生成 558ページ

• 自己署名証明書の自動生成 558ページ

• 自己署名証明書の手動生成 559ページ

自己署名証明書の生成

Junos OS は、自己署名証明書の生成方法として、次の 2 つの方法を提供しています。

• 自動生成

この場合、証明書の作成者は Junos Networks デバイスになります。デフォルトでは、デバ

イス上に、自動生成された自己署名証明書が設定されます。

デバイスは、初期化された後、自動生成された自己署名証明書があるかどうかをチェックし

ます。見つからない場合、デバイスは自己署名証明書を生成してファイル システム内に保存

します。

• 手動生成

この場合、ユーザーがデバイス用に自己署名証明書を作成します。

いつでも、CLI を使って自己署名証明書を生成することができます。これらの証明書は、SSL

サービスにアクセスする際にも使用されます。

自己署名証明書は、生成された時から5年間有効です。

自己署名証明書の自動生成

自動生成された自己署名証明書がある場合、管理者が CA により署名された ID 証明書を得る

必要なく、SSL ベースのサービスの利用が許可されます。
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デバイスが自動生成した自己署名証明書は、セキュア シェル（SSH）ホスト鍵に似ています。

これは設定の一部としてではなく、ファイルシステム内に保存されます。デバイスがリブート

されても存続し、request system snapshot コマンドが発行されても、保存されます。

自己署名証明書の手動生成

手動生成された自己署名証明書がある場合、CA により署名された ID 証明書を得る必要なく、

SSL ベースのサービスの利用が許可されます。手動生成された自己署名証明書は、公開鍵イン

フラストラクチャ（PKI）ローカル証明書の一例です。全ての PKI ローカル証明書がそうであ

るように、手動生成された自己署名証明書は、ファイルシステム内に保存されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 535ページの証明書および PKI について

• 559ページの自動生成された自己署名証明書を使う（CLI 手順）

• 560ページの例:自己署名証明書の手動生成

自動生成された自己署名証明書を使う（CLI 手順）

デバイスは、初期化された後、自己署名証明書があるかどうかをチェックします。見つけられ

なかった場合、デバイスは自己署名証明書を自動的に生成します。

自動生成された自己署名証明書を使って、HTTPS サービスにアクセスしたい場合、設定に以下

のステートメントを追加することができます。

system {

services {

web-management {

http {

interface [ ... ];

} https {

system-generated-certificate;

interface [ ... ];

}

}

}

}

デバイスは、自動生成された証明書に、次のような識別名を使用します。

“ CN=<device serial number>, CN=system generated, CN=self-signed」

次のコマンドを使って、自動生成された自己署名証明書を Web 管理 HTTPS サービス用に使用

することを指定します。

user@host# set system services web-management https system-generated-certificate

次の運転コマンドを使用して、自動生成された自己署名証明書を削除します。

user@host# clear security pki local-certificate system-generated

システムが生成した自己署名証明書を削除したら、デバイスは自動的に新しい自己署名証明書

を自動的に作成し、ファイルシステム内に保存します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•
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• 558ページの自己署名証明書について

• 539ページのデジタル署名設定の概要

• 560ページの例:自己署名証明書の手動生成

例:自己署名証明書の手動生成

この例では、手動での自己署名証明書の生成のしかたを説明しています。

• 要件 560ページ

• 概要 560ページ

• 設定 560ページ

• 検証 560ページ

要件

開始する前に、公開鍵/秘密鍵のペアを作成します。「542ページの「例:公開鍵/秘密鍵のペアの

生成」」を参照してください。

概要

手動で生成された自己署名証明書については、作成者が作成時に DN を指定します。自動生成

された自己署名証明書については、システムがシステム自体を作成者と識別して、DN を提供し

ます。

この例では、E メールアドレスが mholmes@juniper.net の自己署名証明書を生成します。Web

管理が参照するための self-cert という certificate-id を指定します。すると、Web 管理は

同じ certificate-id を持つペアを参照します。

設定

ステップごとの手順 自己署名証明書を手動で生成するには、次の操作を行います。

1. 自己署名証明書を作成します。

user@host> request security pki local-certificate generate-self-signed certificate-id

self-cert subject CN=abc domain-name Juniper.net ip-address 1.2.3.4 email

mholmes@juniper.net

検証

証明書が適切に生成されロードされたかどうかを検証するには、 show security pki

local-certificate 運転モード コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 558ページの自己署名証明書について

• 539ページのデジタル署名設定の概要

• 559ページの自動生成された自己署名証明書を使う（CLI 手順）
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証明書の削除（CLI 手順）

自動生成または手動生成されたローカルまたはトラステッド CA 証明書を削除できます。

ローカル証明書を削除するには、次のコマンドを使用します。

user@host> clear security pki local certificate certificate-id (certificate-id | all |

system-generated )

特定の ID のローカル証明書を削除するには、証明書 ID を指定し、すべてのローカル証明書

を削除するには、all を使用します。または、自動生成された自己署名証明書を削除するには、

system-generated を生成します。

自動生成された自己署名証明書を削除すると、デバイスは新しい証明書を生成します。

CA 証明書 を削除するには、次の操作を行います。

user@host> clear security pki ca-certificate ca-profile (ca-profile-name | all)

特定の CA 証明書を削除するには CA プロファイルを指定します。永続的保管場所内にあるす

べての CA 証明書を削除するには、all を使用します。

注: CA 証明書を削除する前には、削除してもよいかどうかを尋ねられます。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス

• 539ページのデジタル署名設定の概要
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第20章

動的 VPN

• 動的 VPN 概要 563ページ

• VPN へのリモート クライアント アクセスについて 565ページ

• 動的 VPN の設定 565ページ

• 動的 VPN プロポーザル セット 577ページ

• アクセス マネージャ クライアントサイドの参照 579ページ

動的 VPN 概要

仮想プライベート ネットワーク（VPN）トンネルは、ユーザーが、ファイアウォールの向こう

にある E メール サーバーやアプリケーション サーバー等のアセットに安全にアクセスするこ

とを可能にします。エンドツーサイト VPN トンネルは、単一のトンネルで、ネットワーク上の

すべてのリソースにアクセスでき、各アプリケーションやサーバー用に個別にアクセス設定を

する必要がないので、特に、在宅勤務者等のリモートユーザーにとっては有用です。564ページ

の図55を参照してください。
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図 55: VPN トンネルを使って、本社ネットワークへのリモートアクセスを可能
にする

動的 VPN 機能を使うと、ユーザーは自身のPC やラップトップ上で VPN に関する手動設定をす

る必要なく、インターネットプロトコルセキュリティ（IPsec)を確立できるので、リモートア

クセスがより簡単になります。認証済みのユーザーは、コンピュータにアクセス マネージャ

WEB クライアントをダウンロードするだけでよいのです。このレイヤー 3 リモート アクセス

クライアントは、サーバーから受け取ったクライアント サイドの設定を使用し、サーバーへの

安全なエンドツーサイト VPN トンネルを作成し管理します。

注: 3 つ以上のユーザーコネクションが同時に必要な場合は、動的 VPN ライセンス

をインストールしなければなりません。動的 VPN 機能は、このデバイスではデフォ

ルトで無効になっています。動的 VPN を有効にするためには、 [edit security] 階

層で、dynamic-vpn 設定ステートメントを使用して、機能を設定する必要がありま

す。ライセンスのインストールと管理については、「Junos OS セキュリティ デバ

イス管理ガイド」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 567ページの動的 VPN 設定概要

• 566ページの動的 VPN トンネルについて

• 565ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 579ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのシステム要件
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VPN へのリモート クライアント アクセスについて

共通動的 VPN 配備は、インターネット等の公開ネットワークを通して接続しているリモート

クライアントへの VPN アクセスを提供するものです。IPsec アクセスは、Juniper Networks

デバイスのゲートウェイを介して提供されます。VPN クライアントソフトウェアは、Web ポー

タルを介してリモート クライアントに配付されます。リモート クライアントは、Web ポータ

ルにアクセスし、認証された後、VPN クライアントソフトウェアをダウンロードしてインストー

ルします。

以下に、リモートクライアントが VPN にアクセスするプロセスを説明しています。

1. リモート クライアントは、VPN トンネルを端点とする SRX シリーズデバイス上のインター

フェイスへの HTTH または HTTPS 接続を確立することで、Web ポータルに接続します。

2. リモートクライアントは、認証のために Web ポータルにリダイレクトされ、そこでユーザー

は、信用情報を入力するよう要求されます。

3. 認証が成功すると、サーバーは、リモート クライアントにクライアント ソフトウェアがイ

ンストールされているかどうか、またソフトウェアが最新バージョンかどうかを判断しま

す。リモートクライアントにクライアントソフトウェアがインストールされていない場合、

あるいはインストールされているソフトウェアのバージョンが古い場合、リモートクライア

ント上に新しいソフトウェアがインストールされます。クライアントソフトウェアが起動さ

れ、新たに認証が行われます。

4. 認証が成功すると、リモート クライアントがサーバーから最新の設定オプションをダウン

ロードします。これにより、リモートクライアントがトンネルを確立をしようとする際に、

常に最新の設定であることが保証されます。

5. 新しい認証が、IPsec 拡張認証（XAuth）を使って行われます。ローカル アドレス プール

または外部 RADIUS サーバーを介して、IP アドレスが、リモート クライアントに割り当て

られます。認証が成功し、アドレスが割り当てられると、トンネルが確立されます。

VPN ソフトウェアがリモート クライアント上にインストールされると、ユーザーは、Web ポー

タルにログインするか、または直接、クライアント ソフトウェアを起動することにより、 VPN

にアクセスできます。いずれの場合も、リモート クライアントは、Juniper Networks デバイ

スで認証を行い、ダウンロード可能なクライアントの最新設定をダウンロードします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 567ページの動的 VPN 設定概要

• 566ページの動的 VPN トンネルについて

• 569ページの例:動的 VPN を構成する

動的 VPN の設定

• 動的 VPN トンネルについて 566ページ

• 動的 VPN 設定概要 567ページ

• 例:動的 VPN の設定 569ページ

565Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第20章: 動的 VPN



動的 VPN トンネルについて

動的 VPN トンネルは、従来の IPsec VPN トンネルと同様の方法で構成されます。但し、すべ

ての IPsec VPN オプションがサポートされているわけではありません。

次のリストでは、動的 VPN トンネルを構成する際の要件とサポートされているオプションを説

明しています。

• ポリシーベースの VPN のみがサポートされています。ルートベースの VPN は、動的 VPN ト

ンネルではサポートされていません。VPN から許可されるトラフィックは、クライアントの

設定内でリモート クライアントへのルートをプッシュすることで制御されます。

• 動的 VPN トンネルは、拡張認証（XAuth）を使って構成しなければなりません。これは、ロー

カル認証または外部 RADIUS サーバーを使用して行えます。XAuth は、IPsec ネゴシエーショ

ンの際にユーザー名とパスワード情報を取得し、リモートクライアントに IPアドレスをプッ

シュするために必要です。ローカル認証では、リモートクライアントに割り当てられる IP

アドレスは、ローカルプールから引き出すことができます。オプションとして、 DNS および

WINS サーバー アドレスを、リモート クライアントにプッシュすることもできます。

• 動的 VPN トンネルでは、フェーズ 1 認証は、事前共有鍵のみがサポートされています。各

リモート クライアントには別々のユーザー名とパスワードが割り当てられていますから、一

つの事前共有鍵を、全てのリモートクライアントに使用することができます。

• 動的 VPN クライアントが事前共有鍵を使って AutoKey IKE トンネルをネゴシエートすると

きは、アグレッシブモードを使用する必要があります。したがって、必ず、動的 VPN トンネ

ルには、アグレッシブ モードを設定する必要があります。

• 共有 IKE ID またはグループ IKE ID を使って、すべてのリモート クライアントが共有する

単一の VPN を構成することができます。単一の VPN を共有する場合、ゲートウェイに同時

に接続できる最大数は、インストールされている動的 VPN ライセンスの数までです。共有

IKE ID またはグループ IKE ID ゲートウェイを構成する場合、インストールされている動的

VPN ライセンスの数よりも多い、最大同時接続数を設定することができます。但し、新しい

接続が、ライセンス接続数を超えると、その接続は拒否されます。

• 動的 VPN クライアントは次のアルゴリズムをサポートしています。MD5、SHA-1、DES、3DES、

AES （96-bit、128-bit、および256-bit 鍵)。動的 VPN クライアントは、DH グループ 1、2

および 5 をサポートしています。他の値をJuniper Networks デバイス上で設定すると、ト

ンネル ネゴシエーションは失敗します。

• プロポーザル セット、カスタムプロポーザルのいずれでも、IKE ネゴシエーションおよび

IPsec ネゴシエーション用に設定できます。IKE ポリシーまたは IPsec ポリシーからカスタ

ム プロポーザルのリストが参照される場合、一番目のプロポーザルだけがクライアントに送

られ、リスト内の他のプロポーザルは無視されます。

• IKE トンネルと動的 VPN トンネルの両方について、同じアクセス プロファイルを使わなけ

ればなりません。これにより、トンネルが予期せずダウンした時やクライアントがクラッシュ

した時の、予期できない振る舞いを避けることができます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 563ページの動的 VPN 概要

• 567ページの動的 VPN 設定概要
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• 569ページの例:動的 VPN を構成する

• 449ページのIKE と IPsec パケット処理について

動的 VPN 設定概要

動的 VPN では、管理者は Juniper Networks デバイス上のゲートウェイに IPsec アクセスを

提供し、同時にWeb ポータルの使用により、動的 VPN ソフトウェアをリモート クライアント

に配付する方法を提供することができます。

次の手順では、動的 VPN を構成するためのタスクを示しています。

1. リモート クライアンへの認証およびアドレス割り当てを構成するには、次の操作を行いま

す。

a. XAuth プロファイルを構成することによって、ユーザーを認証し、アドレスを割り当て

ます。ローカル認証、外部 RADIUS サーバーのいずれでも使用することができます。[edit

access] 階層レベルにある [profile] 設定ステートメントを使用して、XAuth プロファ

イルを設定します。

Web 認証用に XAuth プロファイルを使用するには、[edit access firewall-authentication]

階層レベルにある[web-authentication] 設定ステートメントを使用します。

b. ローカル認証が使用される場合は、ローカル アクセス プールの IP アドレスを割り当

てます。[edit access] 階層レベルの [address-assignment pool] 設定ステートメントを

使用します。DNS および WINS サーバーの IP アドレスも指定することができます。

2. VPN トンネルの設定をするには、次の操作を行います。

a. IKE ポリシを設定します。モードはアグレッシブでなければなりません。基本、互換性、

または標準プロポーザル設定を使用することができます。フェーズ 1 認証では、事前共

有鍵のみがサポートされます。[edit security ike] 階層レベルの [policy] 設定ステー

トメントを使用します。

b. IKE ゲートウェイを設定します。共有 IKE ID またはグループ IKE ID のいずれも使用

することができます。ゲートウェイへの最大数の同時接続を設定することができます。

[edit security ike] 階層レベルの [gateway] 設定ステートメントを使用します。

c. IPsec VPN の設定設定します。[edit security ipsec] 階層レベルの [policy] 設定ステー

トメントで、基本、互換性、標準のプロポーザル設定を指定することができます。[edit

security ipsec] 階層レベルにある [vpn] 設定ステートメントを使用して、IPsec ゲー

トウェイおよびポリシを構成します。

d. セキュリティ ポリシを設定すると、リモート クライアントから IKE ゲートウェイへの

トラフィックを許可します。[edit security policies from-zone zone to-zone zone] 階

層レベルの [policy] 設定ステートメントを使用します。

e. （オプション）クライアントのアドレス プールがデバイスに直接接続されているサブ

ネットに属している場合は、デバイスは同じゾーンにある他のデバイスのプールにある

アドレスへの ARP 要求に応答する必要があります。[edit security nat] 階層レベルの

[proxy-arp] 設定ステートメントを使用します。サブネットをプールにあるアドレスおよ

びデバイスに直接接続するインターフェースを指定します。
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3. リモート クライアントと動的 VPN を関連付けるには、次の操作を行います。

a. 動的 VPN で使用するアクセス プロファイルを指定します。[edit security dynamic-vpn]

階層レベルの [access-profile] 設定ステートメントを使用します。

b. 動的 VPN を使用することができるクライアントを設定します。保護されたリソース（保

護されたリソースへのトラフィックは、指定された動的 VPN トンネルを通過し、そのた

めファイアウォールのセキュリティ ポリシで保護されている）、または保護されたリ

ソース リストでの例外（トラフィックは動的 VPN トンネルを通過せず、クリアテキス

トで送信される）を指定します。これらのオプションは、トンネルが使用可能な場合に、

クライアントにプッシュされるルートを制御します。そのため、トンネル経由で送信さ

れるトラフィックを制御します。[edit security dynamic-vpn] 階層レベルの [clients]

設定ステートメントを使用します。

注: Web ポータルは、Juniper Networks デバイス上で HTTPS が有効化されてい

ることが必要です。HTTPS がすでにJ-Web アクセス用に有効化されている場合

は、追加のアクションは必要ありません。その他の場合は、 [edit system services

web-management] 階層レベルで、https 設定ステートメントを使用して、HTTPS

を有効にしてください。J-Web アクセスを許可しないで、動的 VPN アクセス用

に HTTPS を有効化するには、J-Web アクセスのインターフェースを指定しない

でください。

注: ユーザーが、HTTP/HTTPS を介してサーバーに接続するのではなく、アクセ

ス マネージャ Web クライアント ソフトウェアを実行することによりサーバー

にログインする場合、[edit security dynamic-vpn] 階層レベルの force-upgrade

設定ステートメントを使用します。この設定は、最新バージョンが利用可能に

なったときに、自動的に、クライアントのソフトウェアをアップグレードしま

す。このオプションを有効にしていない場合、ユーザーには、最新バージョンが

利用可能になった場合に、手動でクライアント フトウェアをアップグレードす

る選択肢が与えられます。

ユーザーが Junos Pulse VPN クライアント ソフトウェアを実行する場合、

force-upgrade 設定ステートメントを使用しないことを推奨します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 563ページの動的 VPN 概要

• 566ページの動的 VPN トンネルについて

• 569ページの例:動的 VPN の設定
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例:動的 VPN の設定

この例では、リモート クライアントへの VPN アクセス用に、Juniper Networks デバイス上で

動的 VPN を設定する方法を説明しています。

• 要件 569ページ

• 概要 569ページ

• 設定 572ページ

• 検証 576ページ

要件

始める前に

1. デバイス上のネットワーク インターフェイスを設定します。「Junos OS セキュリティ デ

バイス用インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティゾーンを作成し、インターフェイスを割り当てます。111 ページの「セキュリ

ティゾーンについて」を参照してください。

3. 2人以上のユーザー同時接続がある場合、デバイスに動的 VPN ライセンスをインストールし

ます。「Junos OS セキュリティ デバイス管理ガイド」を参照してください。

概要

動的 VPN の共通配備は、インターネット等の公開ネットワークを通して接続しているリモート

クライアントへの VPN アクセスを提供するものです。公開 IP アドレスが、ゲートウェイのイ

ンターフェースの一つに割り当てられます。このインターフェースは、通常 untrust ゾーンの

一部です。リモート クライアントは、Web ポータルを介して VPN にアクセスし、認証された

後、VPN クライアント ソフトウェアをダウンロードしてインストールできます。クライアント

ソフトウェアがインストールされると、リモート ユーザーは、Web ポータルにログインする

か、または直接、クライアントを起動することにより、 VPN にアクセスできます。いずれの場

合も、リモート クライアントは、SRX シリーズ デバイスで認証を行い、ダウンロード可能な

最新設定をダウンロードします。

570ページの図56 は、この配備トポロジーを示しています。SRX シリーズ デバイス上の

ge-0/0/15.0 インターフェースは、動的 VPN トンネルの端点です。untrust ゾーン内のリモー

トクライアントは、HTTP または HTTPS 接続により ge-0/0/15.0 インターフェースにアクセス

します。
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図 56: 動的 VPN 配備のトポロジー
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この例では、XAuth クライアント認証がローカルで実行され、クライアント IP アドレスが、

SRX シリーズ デバイス上で設定されたアドレス プールから割り当てられます。570ページの表

55を参照してください。

次に、IKE ネゴシエーションと IPsec ネゴシエーションの両方に標準プロポーザル セットが

使用されます。動的 VPN トンネルについては、アグレッシブ モードに設定しなければなりま

せん。また事前共有鍵のみがフェーズ 1 認証でサポートされています。共有 IKE ID が使用さ

れ、最大接続数は 10 にセットされています。動的 VPN はポリシーベース VPN でなければな

りませんので、セキュリティ ポリシーは、トラフィックをトンネルに転送するように設定しな

ければなりません。571ページの表56を参照してください。

最後に、リモートクライアント用に設定した XAuth プロファイルが、動的 VPN 用に指定され

ています。リモートユーザーは、設定された IPsec VPN に関連付けられています。保護されて

いるリモートリソース（常にトンネルを介して送信されるトラフィックの宛先アドレス）と、

リモート例外（トンネルではなくクリアテキストで送信されるトラフィックの宛先アドレス）

もまた設定されています。571ページの表57を参照してください。

表55: リモート クライアントの認証とアドレス割り当ての設定

設定パラメータ名前機能

• アドレス: 10.10.10.0/24

• DNS サーバーアドレス: 4.2.2.2/32.

dyn-vpn-address-poolIP アドレスプール
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表55: リモート クライアントの認証とアドレス割り当ての設定 （続き）

設定パラメータ名前機能

• リモート クライアント ユーザー名'client1' with password

$9$uY4o0EyMWxdwgX7

• リモート クライアント ユーザー名'client2' with password

$9$neNM9CuB1hyrv5Q39

• IP アドレスプール参照：dyn-vpn-address-pool

• このプロファイルは、ウェブ認証用のデフォルト プロファイルです。

dyn-vpn-access-profileXAuth profile

表56: VPN トンネル設定パラメータ

設定パラメータ名前機能

• モード:aggressive

• プロポーザル セット:standard

• 事前共有鍵 :(ASCII) $9$KHxWXNs2aikPdbkP5Q9CKM8

ike-dyn-vpn-policyIKE ポリシー（フェーズ 1）

• IKE ポリシー参照：ike-dyn-vpn-policy

• 動的ホスト名：dynvpn

• IKE ユーザータイプ:shared IKE ID

• 同時接続数： 10

• 外部インターフェース：ge-0/0/15.0

• アクセス プロファイル参照：dyn-vpn-access-profile

dyn-vpn-local-gwIKE ゲートウェイ（フェーズ 1）

プロポーザル セット:standardipsec-dyn-vpn-policyIPsec ポリシー（フェーズ 2）

• IKE ゲートウェイ参照：dyn-vpn-local-gw

• IPsec ポリシー参照：ipsec-dyn-vpn-policy

dyn-vpnIPsec VPN（フェーズ 2）

• 合致基準：

• source address any

• destination address any

• application any

• 許可アクション：tunnel ipsec-vpn dyn-vpn

dyn-vpn-policyセキュリティ ポリシー（untrust ゾー

ンから trust ゾーンへのトラフィック

を許可します）

表57: リモートクライアントの動的 VPN 設定

設定パラメータ名前機能

アクセス プロファイル参照：dyn-vpn-access-profileリモート クライアントのアクセス プロファ

イル

• IPSec VPN 参照:dyn-vpn

• ユーザー名参照:client1 and client2

• リモート保護リソース： 10.0.0.0/8

• リモート例外: 0.0.0.0/0

allリモート クライアント
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設定

• リモート ユーザー認証およびアドレス割り当ての設定 572ページ

• VPN トンネルの設定 573ページ

• リモート クライアントと動的 VPN の関連付け 575ページ

リモート ユーザー認証およびアドレス割り当ての設定

CLI 簡単構成 リモート ユーザー認証とアドレス割り当てを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーし

て、CLI に貼り付けてください。

[edit]

set access profile dyn-vpn-access-profile client client1 firewall-user password

"$9$uY4o0EyMWxdwgX7"

set access profile dyn-vpn-access-profile client client2 firewall-user password

"$9$neNM9CuB1hyrv5Q39"

set access profile dyn-vpn-access-profile address-assignment pool dyn-vpn-address-pool

set access address-assignment pool dyn-vpn-address-pool family inet network 10.10.10.0/24

set access address-assignment pool dyn-vpn-address-pool family inet xauth-attributes

primary-dns 4.2.2.2/32

set access firewall-authentication web-authentication default-profile dyn-vpn-access-profile

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

リモート ユーザー認証およびアドレス割り当てを設定するには、次の操作を行います。

1. アドレス割り当てプールを作成します。

[edit access address-assignment]

user@host# set pool dyn-vpn-address-pool family inet network 10.10.10.0/24

user@host# set pool dyn-vpn-address-pool family inet xauth-attributes primary-dns

4.2.2.2/32

2. XAuth プロファイルを設定します。

[edit access]

user@host# set profile dyn-vpn-access-profile client client1 firewall-user password

"$9$uY4o0EyMWxdwgX7"

user@host# set profile dyn-vpn-access-profile client client2 firewall-user password

"$9$neNM9CuB1hyrv5Q39"

user@host# set profile dyn-vpn-access-profile address-assignment pool

dyn-vpn-address-pool

3. XAuth プロファイルを使って Web 認証を設定する

[edit access firewall-authentication]

user@host# set web-authentication default-profile dyn-vpn-access-profile

結果 設定モードから、show access コマンドを入力して、設定を確認します。意図していた設定が表

示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show access

profile dyn-vpn-access-profile {

client client1 {
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firewall-user {

password "$9$uY4o0EyMWxdwgX7"; ## SECRET-DATA

}

}

client client2 {

firewall-user {

password "$9$neNM9CuB1hyrv5Q39"; ## SECRET-DATA

}

}

address-assignment {

pool dyn-vpn-address-pool;

}

}

address-assignment {

pool dyn-vpn-address-pool {

family inet {

network 10.10.10.0/24;

xauth-attributes {

primary-dns 4.2.2.2/32;

}

}

}

}

firewall-authentication {

web-authentication {

default-profile dyn-vpn-access-profile;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

VPN トンネルの設定

CLI 簡単構成 VPN トンネルを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーして、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security ike policy ike-dyn-vpn-policy mode aggressive

set security ike policy ike-dyn-vpn-policy proposal-set standard

set security ike policy ike-dyn-vpn-policy pre-shared-key ascii-text

"$9$KHxWXNs2aikPdbkP5Q9CKM8"

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw ike-policy ike-dyn-vpn-policy

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw dynamic hostname dynvpn

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw dynamic connections-limit 10

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw dynamic ike-user-type shared-ike-id

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw external-interface ge-0/0/15.0

set security ike gateway dyn-vpn-local-gw xauth access-profile dyn-vpn-access-profile

set security ipsec policy ipsec-dyn-vpn-policy proposal-set standard

set security ipsec vpn dyn-vpn ike gateway dyn-vpn-local-gw

set security ipsec vpn dyn-vpn ike ipsec-policy ipsec-dyn-vpn-policy

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dyn-vpn-policy match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dyn-vpn-policy match

destination-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dyn-vpn-policy match

application any
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set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dyn-vpn-policy then permit

tunnel ipsec-vpn dyn-vpn

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

VPN トンネルの設定をするには、次の操作を行います。

1. IKE ポリシを設定します。

[edit security ike]

user@host# set policy ike-dyn-vpn-policy mode aggressive

user@host# set policy ike-dyn-vpn-policy proposal-set standard

user@host# set policy ike-dyn-vpn-policy pre-shared-key ascii-text

"$9$KHxWXNs2aikPdbkP5Q9CKM8"

2. IKE ゲートウェイを設定します。

[edit security ike]

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw ike-policy ike-dyn-vpn-policy

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw dynamic hostname dynvpn

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw dynamic ike-user-type shared-ike-id

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw dynamic connections-limit 10

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw external-interface ge-0/0/15.0

user@host# set gateway dyn-vpn-local-gw xauth access-profile dyn-vpn-access-profile

3. IPsec を設定します。

[edit security ipsec]

user@host# set policy ipsec-dyn-vpn-policy proposal-set standard

user@host# set vpn dyn-vpn ike gateway dyn-vpn-local-gw

user@host# set vpn dyn-vpn ike ipsec-policy ipsec-dyn-vpn-policy

4. セキュリティポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy dyn-vpn-policy match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy dyn-vpn-policy then permit tunnel ipsec-vpn dyn-vpn

結果 設定モードから、 show security ike、show security ipsec、show security policies、および

show security nat コマンドを入力して設定を確認します。意図していた設定が表示されない場

合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security ike

policy ike-dyn-vpn-policy {

mode aggressive;

proposal-set standard;

pre-shared-key ascii-text "$9$KHxWXNs2aikPdbkP5Q9CKM8"; ## SECRET-DATA

}

gateway dyn-vpn-local-gw {

ike-policy ike-dyn-vpn-policy;

dynamic {

hostname dynvpn;

connections-limit 10;

ike-user-type shared-ike-id;
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}

external-interface ge-0/0/15.0;

xauth access-profile dyn-vpn-access-profile;

}

[edit]

user@host# show security ipsec

policy ipsec-dyn-vpn-policy {

proposal-set standard;

}

vpn dyn-vpn {

ike {

gateway dyn-vpn-local-gw;

ipsec-policy ipsec-dyn-vpn-policy;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

policy dyn-vpn-policy {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-vpn dyn-vpn;

}

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

リモート クライアントと動的 VPN の関連付け

CLI 簡単構成 リモート クライアントと動的 VPN を簡単に関連付けるには、以下のコマンドをコピーして、

CLI に貼り付けます。

[edit]

set security dynamic-vpn access-profile dyn-vpn-access-profile

set security dynamic-vpn clients all remote-protected-resources 10.0.0.0/8

set security dynamic-vpn clients all remote-exceptions 0.0.0.0/0

set security dynamic-vpn clients all ipsec-vpn dyn-vpn

set security dynamic-vpn clients all user client1

set security dynamic-vpn clients all user client2

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層の各レベルにナビゲートする必要があります。やり方の説明について

は、「設定モードでのCLI エディタの使用」を参照してください。

リモート クライアントと動的 VPN を関連付けるには、次の操作を行います。

1. 動的 VPN で使用するアクセス プロファイルを指定します。

[edit security dynamic-vpn]
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user@host# set access-profile dyn-vpn-access-profile

2. 動的 VPN を使用することができるクライアントを設定します。

[edit security dynamic-vpn]

user@host# set clients all ipsec-vpn dyn-vpn

user@host# set clients all user client1

user@host# set clients all user client2

user@host# set clients all remote-protected-resources 10.0.0.0/8

user@host# set clients all remote-exceptions 0.0.0.0/0

結果 設定モードから、show security dynamic-vpn コマンドを入力して、設定を確認します。意図し

ていた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security dynamic-vpn

access-profile dyn-vpn-access-profile;

clients {

all {

remote-protected-resources {

10.0.0.0/8;

}

remote-exceptions {

0.0.0.0/0;

}

ipsec-vpn dyn-vpn;

user {

client1;

}

user {

client2;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

検証

動的 VPN トンネルは、従来の IPsec VPN トンネルの監視に使用するコマンドと同じコマンド

で監視することができます。設定が適切に動作することを確認するため、次のタスクを実行し

ます。

• IKE フェーズ 1 ステータスの検証 576ページ

• 接続クライアントと割り当てアドレスの検証 577ページ

• IPsec フェーズ 2 ステータスの検証 577ページ

• 同時接続および各ユーザーのパラメータの検証 577ページ

IKE フェーズ 1 ステータスの検証

目的 セキュリティ アソシエーションのIKE フェーズ 1 ステータスを検証します。

アクション 運転モードから、show security ike security-associations コマンドを入力します
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user@host> show security ike security-associations

Index Remote Address State Initiator cookie Responder cookie Mode

18 172.19.100.99 UP 37b45aa1469e488b 7d4454404002e2e6 Aggressive

接続クライアントと割り当てアドレスの検証

目的 リモートクライアントと、割り当てられた IP アドレスが XAuth を使用しているかどうかを検

証します。

アクション 運転モードから、show security ike active-peer コマンドを入力します

user@host> show security ike active-peer

Remote Address Port Peer IKE-ID XAUTH username Assigned IP

172.19.100.99 500 testdynvpn test 10.10.10.2

IPsec フェーズ 2 ステータスの検証

目的 セキュリティ アソシエーションのIKE フェーズ 2 ステータスを検証します。

アクション 運転モードから、show security ipsec security-associations コマンドを入力します

user@host> show security ipsec security-associations

Total active tunnels: 1

ID Gateway Port Algorithm SPI Life:sec/kb Mon vsys

<133955586 172.19.100.99 500 ESP:aes-128/sha1 9c23b7a9 2862/ 449996 - root

>133955586 172.19.100.99 500 ESP:aes-128/sha1 c72c8f88 2862/ 449996 - root

同時接続および各ユーザーのパラメータの検証

目的 同時接続数と、各ユーザーのネゴシエート パラメータを検証します。

アクション 運転モードから、show security dynamic-vpn users コマンドを入力します

user@host> show security dynamic-vpn users

User: test , Number of connections: 1

Remote IP: 172.19.100.99

IPSEC VPN: dyn-vpn

IKE gateway: dyn-vpn-local-gw

IKE ID : testdynvpn

IKE Lifetime: 28800

IPSEC Lifetime: 3600

Status: CONNECTED

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 563ページの動的 VPN 概要

• 566ページの動的 VPN トンネルについて

• 567ページの動的 VPN 設定概要

動的 VPN プロポーザル セット

IKE ポリシーと IPsec ポリシー用にインターネット鍵交換（IKE）プロポーザルと IP セキュ

リティ（IPsec)プロポーザルをカスタム設定するのは、動的 VPN クライアントの数が多い場合
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は、面倒で時間がかかります。管理者は、動的 VPN クライアント用に基本、互換性、または標

準のプロポーザル セットを選択することができます。各プロポーザルセットは、2つ以上の事

前定義されたプロポーザルで構成されます。サーバーはセットから事前定義されたプロポーザ

ルを 1 つ選び、クライアント設定内のクライアントにプッシュします。クライアントは、サー

バーとのネゴシエーションにこのプロポーザルを使用して、接続を確立します。

IKE および IPsec セキュリティアソシエーション（SA）の鍵更新タイムアウトのデフォルト値

は次のとおりです。

• IKE SA については、鍵更新タイムアウトは28800 秒です。

• IPsec SA については、鍵更新タイムアウトは3600 秒です。

注: プロポーザル セット設定では、鍵更新タイムアウトを設定できませんので、こ

れらの値は、クライアント ダウンロード時にクライアントに送信されたクライアン

ト設定内に含まれます。

プロポーザルの基本仕様ケースは次のとおりです。

• IKE と IPsec はどちらもプロポーザル セットを使用します。

サーバーがプロポーザルセットの中から事前定義されたプロポーザルを 1 つ選び、デフォル

トの鍵更新タイムアウト値と一緒に、クライアントに送信します。

• IKE はプロポーザルセットを使用し、IPsec はカスタムプロポーザルを使用します。

サーバーが、設定された IKE プロポーザルセットの中から、事前定義された IKE プロポー

ザルを、デフォルトの鍵更新タイムアウト値と一緒に、クライアントに送信します。IPsec

では、サーバーは、IPsec プロポーザル内で設定された設定を送信します。

• IKE はカスタムプロポーザルを使用し、IPsec はプロポーザルセットを使用します。

サーバーが、設定された IPsec プロポーザルセットの中から、事前定義された IPsec プロ

ポーザルを、デフォルトの鍵更新タイムアウト値と一緒に、クライアントに送信します。IKE

では、サーバーは、IKE プロポーザル内で設定された設定を送信します。

注: IPsec が標準プロポーザルセットを使用し、完全転送機密保持（PFS）が設定さ

れていない場合、デフォルト PFS は group2 にセットされます。他のプロポーザル

セットについては、PFS は設定されないので、セットされません。また、IPsec プ

ロポーザルセットでは、IPsec ポリシー perfect-forward-secrecy keys 内の group

設定が、プロポーザルセット内の Diffie-Hellman（DH）グループよりも優先されま

す。

クライアントは、サーバーとのトンネル確立ネゴシエーション用に、プロポーザルを 1 つしか

受け入れませんから、サーバー内部でプロポーザルセットからプロポーザルを 1 つ選択し、ク

ライアントに送信します。各セット用で選択されるプロポーザルは以下のとおりです。

IKE

• Sec-level basic:preshared key, g1, des, sha1
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• Sec-level compatible:preshared key, g2, 3des, sha1

• Sec-level standard:preshared key, g2, aes128, sha1

IPSec

• Sec-level basic:esp, no pfs (if not configured) or groupx (if configured), des, sha1

• Sec-level compatible:esp, no pfs (if not configured) or groupx (if configured), 3des,

sha1

• Sec-level standard:esp, g2 (if not configured) or groupx (if configured), aes128,

sha1

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 563ページの動的 VPN 概要

アクセス マネージャ クライアントサイドの参照

• アクセス マネージャ クライアントサイドのシステム要件 579ページ

• アクセス マネージャ クライアントサイドのファイル 580ページ

• アクセス マネージャ クライアントサイドのレジストリの変更 582ページ

• アクセス マネージャ クライアントサイドのエラー メッセージ 583ページ

• アクセス マネージャ クライアントサイドの問題 587ページ

アクセス マネージャ クライアントサイドのシステム要件

ユーザーは、インターネット接続しているWindows XP 32 bit、Windows Vista 64/32 bit、お

よびWindows 7 64/32 bit マシンにアクセス マネージャをインストールすることができます。

ユーザーは、クライアントのインストールには管理者権限が必要ですが、実行には管理者権限

は必要ありません。

アクセスマネージャは、1 つのコンピューター上で、他の Juniper Networks クライアント

（Odyssey アクセス クライアント（OAC）、Network Connect クライアント、Windows セキュ

ア アプリケーション マネージャ（WSAM）クライアント、Host Checker クライアント、WX ク

ライアント）と同時に実行することが可能です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 565ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 580ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのファイル

• 582ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのレジストリの変更

• 583ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのエラー メッセージ

• 587ページのアクセス マネージャ クライアントサイドの問題
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アクセス マネージャ クライアントサイドのファイル

580ページの表58 は、アクセス マネージャがユーザーのコンピュータ上にファイルをインストー

ルするディレクトリと、インストールされるファイル、およびユーザーがクライアントをアン

インストールした後にも残るファイルのリストです。

表58: アクセス マネージャ クライアントサイドのファイル

アンインストール後に残る

ファイルディレクトリにインストールされるファイルインストール先ディレクトリ

install.log• ConnectionManagerService.dll

• install.log

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\Connection Manager

install.log• ConnectionStoreService.dll

• dcfDOM.dll

• install.log

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\ConnectionStore

install.log• install.log

• ipsecmgr.dll

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\IPSecMgr

install.log

Log file

location:C:\Documents and

Settings\All

Users\Application

Data\Juniper

Networks\Logging

• AccessServiceComponent.x86.exe

• ConnectionMgrComponent.x86.exe

• ConnectionStoreComponent.x86.exe

• install.log

• IPSecMgrComponent.x86.exe

• JamGUIComponent.x86.exe

• JamInstaller.dep

• jnprnaInstall.exe

• TunnelManagerComponent.x86.exe

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

• vpnAccessMethodComponent.x86.exe

PROGRAMFILES%\Juniper

Networks\Juniper Access Manager
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表58: アクセス マネージャ クライアントサイドのファイル （続き）

アンインストール後に残る

ファイルディレクトリにインストールされるファイルインストール先ディレクトリ

install.log• install.log

• jamCommand.exe

• jamTray.exe

• jamUI.exe

• jamUIResource_EN.dll

• uiPlugin.dll

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\JamUI

install.log• access.ini

• dsAccessService.exe

• dsInstallerService.dll

• dsLogService.dll

• install.log

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

%COMMONFILES%\Juniper Networks\JUNS

• install.log

• jnprnaNetInstall.log

• install.log

• jnprna.cat

• jnprna.inf

• jnprna.sys

• jnprnaapi.dll

• jnprnaNetInstall.dll

• jnprnaNetInstall.log

• jnprna_m.cat

• jnprna_m.inf

• jnprva.cat

• jnprva.inf

• jnprva.sys

• jnprvamgr.cat

• jnprvamgr.dll

• jnprvamgr.inf

• jnprvamgr.sys

• nsStatsDump.exe

• uninst.exe

• versionInfo.ini

• %WINDIR%\system32\drivers\jnprna.sys

• %WINDIR%\system32\drivers\jnprva.sys

• %WINDIR%\system32\drivers\jnprvamgr.sys

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\JNPRNA
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表58: アクセス マネージャ クライアントサイドのファイル （続き）

アンインストール後に残る

ファイルディレクトリにインストールされるファイルインストール先ディレクトリ

install.log• dsTMClient.dll

• dsTMService.dll

• dsTunnelManager.dll

• install.log

• TM.dep

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

COMMONFILES%\Juniper

Networks\Tunnel Manager

install.log• install.log

• Uninstall.exe

• Uninstall.exe.manifest

• versionInfo.ini

• vpnAccessMethod.dll

• vpnAccessMethod_EN.dll

%COMMONFILES%\Juniper

Networks\vpnAccessMethod

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 565ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 579ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのシステム要件

• 582ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのレジストリの変更

• 583ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのエラー メッセージ

• 587ページのアクセス マネージャ クライアントサイドの問題

アクセス マネージャ クライアントサイドのレジストリの変更

583ページの表59 は、動的 VPN トンネルが作成されたときに、アクセス マネージャ クライア

ントとコンポーネントが、ユーザーのコンピュータ上で行う Windows レジストリの変更のリス

トです。
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表59: アクセス マネージャ クライアントサイドのレジストリの変更

レジストリ キー 変更レジストリ キー ロケーション

• jnprnaapi"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\JNPRNA\\jnprnaapi.dll

• jnprvamgr"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\JNPRNA\\jnprvamgr.dll

• nsStatsDump"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\JNPRNA\\nsStatsDump.exe

• dsLogService"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\JUNS\\dsLogService.dll

• dsTMClient"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\Tunnel Manager\\dsTMClient.dll

• dsTunnelManager"="C:\\Program Files\\Common Files\\Juniper

Networks\\Tunnel Manager\\dsTunnelManager.dll

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Juniper Networks\Common Files

• LogFileName"="C:\\Documents and Settings\\All

Users\\Application Data\\Juniper

Networks\\Logging\\debuglog.log

• "Level"="3"

• "LogSizeInMB"="10"

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Juniper Networks\Logging

（コンテンツは変わります。サーバーからダウンロードされたクラ

イアント設定データが含まれます。）

HKCU\Software\Juniper Networks\Access Manager\

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 565ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 579ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのシステム要件

• 580ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのファイル

• 583ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのエラー メッセージ

• 587ページのアクセス マネージャ クライアントサイドの問題

アクセス マネージャ クライアントサイドのエラー メッセージ

583ページの表60 は、アクセスマネージャのインストールまたは実行中にユーザーが遭遇する可

能性のあるエラーと、そのエラーメッセージの原因の可能性、推奨される処置法のリストです。

表60: 動的 VPN クライアントサイド エラー

推奨されるユーザーによる処置原因の可能性エラー メッセージ

ファイアウォールへの再接続を試行してください。内部エラー。コンポーネント インスタ

ンスはすでに使用されて

います。

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、終了してアクセス マ

ネージャを再起動してください。

内部エラー。メモリ割り当て失敗
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表60: 動的 VPN クライアントサイド エラー （続き）

推奨されるユーザーによる処置原因の可能性エラー メッセージ

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、終了してアクセス マ

ネージャを再起動してください。

内部エラー。接続ストアのロードに失

敗しました。

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、終了してアクセス マ

ネージャを再起動してください。

内部エラー。指定されたファイアウォールの接続情

報を取得できなかった。

ファイアウォールの接続

情報を取得できません

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

内部エラー。HTTP 応答を復号できなかった。認証の失敗。未知の HTTP

応答コードです。

信用情報を再入力してください。ユーザーが無効なユーザー名またはパスワードを入

力した。

認証の失敗。ユーザー名

またはパスワードが正し

くありません

他のユーザーがライセンスを使わなくなったら、再

度、ファイアウォールへの接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

全ての利用可能なライセンスが他の動的 VPN セッ

ションで使用中か、またはこの機能用のライセンス

がインストールされていない。

認証の失敗。ファイア

ウォールのライセンスが

ありません

管理者に連絡してください。指定されたユーザーアカウント用に利用できる設定

が現在ない。

認証の失敗。設定があり

ません

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が続くようであれば、終了してアクセス マネー

ジャを再起動してください。

内部エラー。接続ストアからのルート エントリの読

み込みに失敗した。

IPsec ルートエントリを

作成できません

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が続くようであれば、終了してアクセス マネー

ジャを再起動してください。

内部エラー。接続ストアからのルート エントリの読

み込みに失敗した。

接続ストアからのルート

エントリの読み込みに失

敗しました

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が続くようであれば、終了してアクセス マネー

ジャを再起動してください。

内部エラー。接続ストアからのルート エントリの読

み込みに失敗した。

ルートエントリのポリ

シーへの追加に失敗しま

した

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が続くようであれば、終了してアクセス マネー

ジャを再起動してください。

内部エラー。IPsec マネージャの初期化に失敗した。IPsec マネージャの初期

化に失敗しました

ファイアウォールへの再接続を試行してください。フェーズ 1 ネゴシエーション、拡張認証（XAuth）、

またはフェーズ 2 ネゴシエーションに失敗した。

IPsec 認証に失敗しまし

た

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

内部エラーまたはポリシー設定エラー。トンネルマ

ネージャがローカル IP 設定を行えなかった。

IPsec の設定に失敗しま

した

管理者に連絡してください。コンポーネントが、IKE 交換の際にセキュリティ パ

ラメータに同意できなかった。管理者がおそらく、

フェーズ 1 プロポーザルセットを再設定する必要が

あります。

IKE ネゴシエーションに

失敗しました
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表60: 動的 VPN クライアントサイド エラー （続き）

推奨されるユーザーによる処置原因の可能性エラー メッセージ

ファイアウォールへの再接続を試行してください。ファイアウォールへの接続時に認証に失敗した。お

そらく、指定したホスト名が、識別名サーバー(DNS）

を解消できなかった。

認証の初期化に失敗しま

した

ファイアウォールへの再接続を試行してください。認証中に、ウェブサーバーへのTCP 接続に失敗した。

おそらくネットワーク接続の問題。

サーバーへの接続に失敗

しました

ファイアウォールへの再接続を試行してください。ウェブサーバーの認証に失敗した。おそらくネット

ワーク接続の問題。

初期 HTTP 要求の送信に

失敗しました

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

ウェブサーバー認証に失敗した。HTTP 応答がありません

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

ウェブサーバー認証に失敗した。ファイアウォールが認証

要求を拒否しました

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

ウェブサーバー認証に失敗した。クライアントがログイン

ページの表示に失敗しま

した

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

ウェブサーバー認証に失敗した。サーバーが認証要求の送

信に失敗しました

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

クライアントがウェブサーバーにユーザーの信用情

報を送信したが、サーバーが有用な方法で応答する

ことに失敗した。

サーバーが認証要求の応

答に失敗しました

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

ウェブサーバー認証に失敗した。認証ネゴシエーションに

失敗しました

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

ウェブサーバー認証に失敗した。ファイアウォールから設

定を取得に失敗しました

ファイアウォールの再接続を再試行し、信用情報を

再入力してください。

ユーザーが認証をキャンセルしましたユーザーが認証をキャン

セルした。

ファイアウォールの再接続を再試行し、信用情報を

再入力してください。

認証要求がタイムアウトした。ユーザー名またはパス

ワードが入力されません

でした

終了して、アクセスマネージャを再起動してくださ

い。問題が解消されない場合は、システム管理者に

連絡してください。

クライアントが、ユーザーの信用情報を尋ねるユー

ザー インターフェースの表示に失敗した。

サーバーがユーザー名と

パスワードの要求に失敗

しました
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表60: 動的 VPN クライアントサイド エラー （続き）

推奨されるユーザーによる処置原因の可能性エラー メッセージ

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が続くようであれば、終了してアクセス マネー

ジャを再起動してください。

ユーザーのクライアントが稼動不能な状態にある。クライアントの状態によ

り、接続ができません

終了して、アクセスマネージャを再起動してくださ

い。問題が解消されない場合、アクセス マネージャ

を再インストールしてください。

クライアントが接続ストアに接続できなかった。接続ストアを開けません

ファイアウォールへの再接続を試行してください。

問題が解消されない場合は、システム管理者に連絡

してください。

ファイアウォールが提供したスクリプトが、何らか

の理由で使用不可能である。サーバー上で設定を更

新する必要があるかもしれない。

ファイアウォールが提供

する設定を処理できませ

ん

終了して、アクセスマネージャを再起動してくださ

い。

アクセス マネージャ サービスが実行されていませ

ん

アクセス マネージャが実

行されていません

接続したいファイアウォールを選択してから、Start

Connectionを選択してください。

ユーザーが、先に接続を選択せずに、Start

Connection を選択した。

接続を選択してくださ

い。

選択した接続ファイルを削除するかどうかを指定し

てください。

ユーザーが Delete Connection を選択した。選択した接続を削除しま

すか?

終了して、アクセスマネージャを再起動してくださ

い。問題が解消されない場合、アクセス マネージャ

を再インストールしてください。

アクセスマネージャ サービスが実行されていないの

で、新しい接続プロファイルを作成できない。

新規接続を追加できな

い。サービスが実行され

ていない。

再試行してください。問題が続くようであれば、終

了してアクセス マネージャを再起動してください。

アクセスマネージャが、新規接続ファイルの追加に

失敗した。

新規接続を追加できませ

ん

接続プロファイル用の固有の名前を入力します。指定した接続名がすでに存在しているため、接続プ

ロファイルを追加できなかった。

接続名はすでに使用され

ています

アクセスマネージャを再インストールしてください。オペレーションを終了しようとしたが、ファイルが

見つからなかった。

アクセス マネージャを再

インストールしてくださ

い

クライアントサイドのログをチェックして、証明書

の失敗の原因を確認してください。

証明書の妥当性検査が失敗しました無効なサーバー証明書

サービスの初期化が終了するまで待ってください。クライアントのコアコンポーネントの 1 つを初期化

している。コンポーネントが初期化されないと、ク

ライアントは動作しません。

サービスを初期化してい

ます

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 565ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 579ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのシステム要件

• 580ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのファイル

• 582ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのレジストリの変更
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• 587ページのアクセス マネージャ クライアントサイドの問題

アクセス マネージャ クライアントサイドの問題

問題 ユーザーは、アクセス マネージャを使ってリモートアクセスサーバーに接続しようとしていま

すが、接続できません。

ソリューション 以下のツールを使ってクライアントサイドの問題を解決します。

• クライアントサイド ログ— クライアントサイド ログを見るには、アクセスマネージャを開

き、[ファイル]メニューから [ログと診断を保存] を選択します。圧縮 log ファイルを保存

するコンピュータ上の場所を選択して、[保存] をクリックします。

• 詳細ログ— 詳細なクライアントサイド ログを見るには、アクセスマネージャを開き、[ファ

イル]メニューから [詳細ロギングを有効化] を選択します。

• ファイアウォール接続情報— 特定のファイアウォールの接続情報を見るには、アクセスマネー

ジャを開き、ファイアウォールを選択して、右クリックし、［ステータス］を選択します。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス

• 565ページのVPN へのリモート クライアント アクセスについて

• 579ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのシステム要件

• 580ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのファイル

• 582ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのレジストリの変更

• 583ページのアクセス マネージャ クライアントサイドのエラー メッセージ
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第21章

グループ VPN

• グループ VPN 概要 589ページ

• グループ VPN 591ページ

• コローケーション モード 609ページ

• サーバー-グループ通信 615ページ

• グループ VPN の制約事項について 623ページ

• Cisco GET VPN との相互運用性について 624ページ

グループ VPN 概要

IPsec セキュリティ アソシエーション（SA）は仮想プライベートネットワーク（VPN）参加者

間の一方向性の合意事項であり、認証、暗号化アルゴリズム、鍵交換メカニズムおよび安全な

コミュニケーションに使用するルールを定義するものです。現在の VPN 実装では、SA は 2 つ

のセキュリティ デバイス間のポイントツーポイント トンネルです。グループ VPN は、セキュ

リティ デバイス グループで共有される SA をサポートするため、IPsec 構造を拡大します（590

ページの図57を参照してください）。
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図 57: 標準 IPsec VPN およびグループ VPN

Standard IPsec VPN

Group VPN

Group VPN

Key Server

Server distributes IPsec SA. All members that
belong to the group share the same IPsec SA.

Group Server
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グループ VPN では、外部ヘッダー内のオリジナルソースと宛先 IP アドレスをを保持すること

により、any-to-any の接続が達成されます。セキュア マルチキャスト パケットが、コアネッ

トワーク上でのクリアテキスト マルチキャスト パケットの場合と同様に、複製されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 441ページのVPN 概要

• 449ページのIKE と IPsec パケット処理について

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 597ページのグループ VPN 設定概要

グループ VPN

• GDOI プロトコルについて 591ページ

• グループ サーバーとメンバーについて 592ページ

• グループ VPN の IKE フェーズ 1 設定について 593ページ

• グループ VPN の IPsec SA 設定について 594ページ

• 動的ポリシーについて 594ページ

• リプレイ防止について 596ページ

• VPN グループ設定について 596ページ

• グループ VPN 設定概要 597ページ

• 例:グループ VPN の設定（CLI） 598ページ

GDOI プロトコルについて

グループ VPN はRFC 3547 「グループドメインオブインタープリテーション」（GDOI）に基づ

いています。この RFC は、グループ メンバー間でのSA を確立するための、グループ メンバー

とグループ サーバー間のプロトコルを記述しています。GDOI メッセージが、デバイス グルー

プ用の SA を作成し、維持し、または削除します。GDOI プロトコルはポート 848 で実行され

ます。

「インターネット セキュリティ アソシエーションおよび鍵管理プロトコル」（ISAKMP）は、

AutoKey IKE IPsec トンネルの SA を確立するための 2 つのネゴシエーションを定義します。

フェーズ 1 で、2 つのデバイスが ISAKMP SA を確立します。フェーズ 2 で、GDOI 等の他の

セキュリティプロトコル用の SA が確立されます。

グループ VPN では、フェーズ 1 ISAKMP SA ネゴシエーションは、グループ サーバーとグルー

プ メンバー間で行われます。サーバーとメンバーは、同じ ISAKMP ポリシーを使用しなければ

なりません。フェーズ 2 では、サーバーとメンバー間での GDOI 交換により、他のグループメ

ンバーと共有する SA が確立されます。グループメンバーは、他のグループメンバーとの間で

IPsec をネゴシエートする必要がありません。フェーズ 2 での GDOI 交換は、ISAKMP フェー

ズ 1 SA により保護されなければなりません。

GDOI 交換には次の 2 種類があります。
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• [groupkey-pull] 交換では、メンバーは、SA およびグループが共有する鍵をサーバーから要

求することができます。

• ［groupkey-push] 交換は、単一の鍵更新メッセージです。サーバーは既存のグループ SA が

失効する前に、メンバーにグループ SA と鍵を送信することができます。鍵更新メッセージ

は、サーバーからメンバーに送られる、一方的メッセージです。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 589ページのグループ VPN 概要

• 449ページのIKE と IPsec パケット処理について

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 617ページのグループ鍵について

• 617ページの鍵更新メッセージについて

• 619ページのメンバー再登録について

• 619ページの鍵アクチベーションについて

グループ サーバーとメンバーについて

グループ VPN の中心にあるのは、グループ サーバーです。グループサーバーは、以下の動作

を実行します。

• グループ メンバーシップの制御

• 暗号鍵の生成

• グループ SA と鍵の管理、グループ メンバーへの配付

グループ メンバーは、グループ SA およびグループ サーバーが提供する鍵に基づき、トラ

フィックを暗号化します。

1つのグループ サーバーを、複数のグループに使用することができます。各セキュリティ デバ

イスは、複数グループのメンバーになれます。

各グループは、1 から 65,535 までの番号のグループ識別子によって表示されます。グループ

サーバーとグループ メンバーは、グループ識別子によりリンクされます。1 つのグループにつ

きグループ識別子は 1 つだけですので、複数のグループが同じグループ識別子を使うことはで

きません。

以下は、グループ VPN サーバーとメンバーのアクションの概要です。

1. グループサーバーは、UDP ポート 848 で、登録するメンバーをリスンします。メンバー デ

バイスは、グループに参加するためには、正しい IKI フェーズ 1 認証を提供しなければな

りません。メンバー別の事前共有鍵認証がサポートされています。

2. 認証が成功して登録が完了すると、メンバーデバイスは、GDOI groupkey-pull 交換を使っ

て、サーバーからグループ SA と鍵を取得します。

3. サーバーは、グループのメンバーシップにそのメンバーを追加します。

4. グループメンバーは、グループ SA 鍵を使って、暗号化されたパケットを交換します。
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サーバーは定期的に、鍵交換（GDOI groupkey-push）メッセージにより、グループ メンバーに、

SA と鍵のリフレッシュを送信します。鍵交換メッセージは、SA が失効する前に送信されます。

これにより、いつでも、グループメンバー間でのトラフィックの暗号化のために有効な鍵が提

供されます。

サーバーはまた、グループのメンバーシップに変更があった場合、あるいはグループ SA が変

更された場合に、メンバーに新しい鍵を提供するためにも、鍵更新メッセージを送信します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 589ページのグループ VPN 概要

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 609ページのコロケーション モードについて

• 594ページの動的ポリシーについて

• 596ページのリプレイ防止について

• 597ページのグループ VPN 設定概要

グループ VPN の IKE フェーズ 1 設定について

グループサーバーとグループメンバー間の IKE フェーズ 1 SA は、グループが共有する IPsec

SA のネゴシエートが行われる安全なチャンネルを確立します。Juniper Networks セキュリティ

デバイス上の標準 IPsec VPN については、フェーズ 1 SA 設定は、IKE プロポーザル、ポリ

シーおよびゲートウェイの指定で構成されています。グループ VPN については、IKE フェーズ

1 SA 設定は、標準の IPsec VPN の設定ににていますが、[edit security group-vpn] 階層で行

われます。

IKE プロポーザル設定で、参加者間での安全なチャンネルの開通のために使用する認証方法と

認証アルゴリズム、暗号化アルゴリズムを設定します。IKE ポリシー設定では、フェーズ 1

チャンネルがネゴシエートされるモード（メインかアグレッシブか）を設定し、使用する鍵交

換の種類を指定し、フェーズ 1 プロポーザルを参照します。IKE ゲートウェイ設定では、フェー

ズ 1 ポリシーを参照します。

グループサーバー上の IKE フェーズ 1 設定は、グループメンバーの IKE フェーズ 1 設定と

一致しなければなりません。サーバー上では、IKE フェーズ 1 SA を設定するため、[edit

security group-vpn server ike]階層を使用します。グループメンバー上では、IKE フェーズ 1

SA を設定するため、[edit security group-vpn member ike] 階層を使用します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

• 461ページの例:ポリシーベース VPN の設定

• 589ページのグループ VPN 概要

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 597ページのグループ VPN 設定概要

• 594ページのグループ VPN の IPsec SA 設定について
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グループ VPN の IPsec SA 設定について

サーバーとメンバーがフェーズ 1 ネゴシエーションで安全で認証されたチャンネルを確立する

と、次にフェーズ 2 に進みます。フェーズ 2 のネゴシエーションは、メンバー間で送信され

るデータの安全性を確保するため、グループ メンバーにより共有される IPsec SA を確立しま

す。グループ VPN の IPsec SA 設定は、標準の VPN の設定に似ていますが、グループメンバー

は、他のグループメンバーとの間で、SA をネゴシエートする必要がありません。

グループ VPN のフェーズ 2 IPsec 設定は、次の情報で構成されています。

• SA に使用されるセキュリティプロトコル、認証アルゴリズムおよび暗号化アルゴリズム。

IPsec SA プロポーザルは、[edit security group-vpn server ipsec] 階層で、proposal設定ス

テートメントで、グループサーバー上に設定されます。

• プロポーザルを参照するグループ ポリシー。グループポリシーは、SA および鍵が適用され

るトラフィック（プロトコル、ソースアドレス、ソースポート、宛先アドレス、および宛先

ポート）を指定します。グループ ポリシーは、[edit security group-vpn server group ] 階

層で、ipsec-saa 設定ステートメントで、サーバー上に設定されます。

• グループ識別子を参照する Autokey IKE、グループサーバー（ike-gateway 設定ステートメン

トで設定）およびグループに接続するメンバーが使用するインターフェース。Autokey IKE

は、 [edit security group-vpn member] 階層で、 ipsec vpn 設定ステートメントで、メン

バー上に設定されます。

注: パケットの断片化を防ぐため、グループメンバーが MPLS ネットワークに接

続する際に使用するインターフェースは、最大送信単位（MTU）を 1400 バイト以

内に設定することを推奨します。MTU のサイズの設定には set interface mtu 設

定ステートメントを使用します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 478ページの例:ルートベース VPN の設定

• 461ページの例:ポリシーベース VPN の設定

• 589ページのグループ VPN 概要

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 597ページのグループ VPN 設定概要

• 593ページのグループ VPN の IKE フェーズ 1 設定について

動的ポリシーについて

グループ サーバーは、指定されたグループ内のメンバーにグループ SA と鍵を配付します。同

じグループに属するメンバーは全員、同じ IPsec SA のセットを共有します。しかし、グルー

プ用に設定される全ての SA が全てのグループメンバー上でインストールされるわけではあり

ません。各メンバー上でインストールされる SA は、グループ SA に関連付けられるポリシー

とメンバー上で設定されるセキュリティ ポリシーにより決定されます。
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VPN グループでは、サーバーがメンバーにプッシュする各グループ SA と鍵がグループポリシー

に関連付けられます。. グループ ポリシーは、プロトコル、ソース アドレス、ソース ポー

ト、宛先アドレスおよび宛先ポート等、鍵が使用されるトラフィックについて記述しています。

注: 1 つのグループについて、全く内容の同じ複数のグループポリシー（ソースア

ドレス、宛先アドレス、ソースポート、宛先ポート、プロトコルの値が同じ）は存

在しえません。1 つのグループについて、全く同一内容のグループ ポリシーを含む

設定を確定しようとすると、エラーが返されます。この場合、同一内容のグループ

ポリシーのどちらかを削除しなければなりません。

グループメンバー上で、スコープ ポリシー を、設定しなければなりません。これは、サーバー

からダウンロードされるグループ ポリシーの範囲を定義するポリシーです。サーバーから配付

されるグループ ポリシーは、メンバー上で設定されているスコープ ポリシーと比較されます。

メンバー上にインストールされるグループ ポリシーについて、以下の条件が満たされていなけ

ればなりません。

• グループ ポリシー内で指定されるアドレスは、スコープ ポリシー内で指定されるアドレス

の範囲内でなければなりません。

• グループ ポリシー内で指定されるソースポート、宛先ポートおよびプロトコルは、スコープ

ポリシー内で指定されるものと一致しなければなりません。

メンバー上にインストールされるグループ ポリシーは動的ポリシーと呼ばれます.

スコープ ポリシーは、特定の from-zone and to-zone コンテキスト用のセキュリティ ポリ

シーの順番リストの一部にすることができます。Junos OS は、受信パケットについて、リスト

の上から順番にセキュリティ ポリシーのルックアップを行います。

セキュリティポリシーの順番リスト内のどこにスコープポリシーが置かれるかにより、動的ポ

リシーのルックアップにはいくつかの可能性があります。

• 受信パケットがスコープポリシーと合致する場合、サーチ プロセスが合致する動的ポリシー

について継続されます。合致する動的ポリシーがあると、そのポリシー アクション（許可）

が実行されます。合致する動的ポリシーがないと、パケットはドロップされます。

注: 今回のリリースでは、スコープポリシーには [トンネル] アクションのみが

許可されます。他のアクションはサポートされていません。

• スコープポリシーを検討する前に、受信パケットがセキュリティポリシーと合致した場合は、

動的ポリシーのルックアップは行われません。

グループメンバー上のスコープポリシーの設定は、[edit security]階層で、policies 設定ス

テートメントを使用して行うことができます。許可トンネル ルール内で ipsec-group-vpn 設定

ステートメントを使い、グループ VPN を参照します。これにより、グループメンバーが1 つの

SA を共有できます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 145ページのセキュリティ ポリシーの概要
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• 160ページのセキュリティ ポリシーの順番について

• 151ページの例:全てのトラフィックを許可または拒否するセキュリティ ポリシーの設定

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 597ページのグループ VPN 設定概要

リプレイ防止について

リプレイ防止はパケットが傍受され、攻撃者により再生されたときにこれを検知する IPsec 機

能です。リプレイ防止は、デフォルトでは グループ VPN で有効化されていますが、

no-anti-replay 設定ステートメントを使って、無効化することもできます。

リプレイ防止が有効化されている場合、グループ サーバーは、グループメンバー間の時間を同

期させます。各 IPsec パケットにはタイムスタンプが含まれます。グループメンバーは、パ

ケットのタイムスタンプが設定された anti-replay-time-window 値の範囲内かどうかをチェック

します（デフォルト値は 100 秒です）。タイムスタンプがこの値を超える場合、パケットはド

ロップされます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 441ページのVPN 概要

• 449ページのIKE と IPsec パケット処理について

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 596ページのVPN グループ設定について

VPN グループ設定について

VPN グループは、[edit security group-vpn server] 階層で、group 設定ステートメントで、

サーバー上に設定されます。

グループ情報は、次の情報で構成されます。

• グループ識別子— VPN グループを識別する1 から 65,535 までの値。Autokey IKE のグルー

プメンバー上では、同じグループ識別子を設定する必要があります。

• ike-gateway 設定ステートメントで設定したグループメンバー。この設定ステートメントに

は、グループ内の各メンバーに1つの複数のインスタントが可能です。

• サーバーの IP アドレス（ループバック インターフェース アドレスが推奨されます）。

• グループ ポリシー— メンバーにダウンロードされるポリシー。グループポリシーは、SA お

よび鍵が適用されるトラフィックを記述しています。「594ページの「動的ポリシーについ

て」」を参照してください。
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• サーバー-メンバー通信— サーバーからメンバーに鍵更新メッセージを送信を許可するオプ

ションの設定。「615ページの「サーバー-メンバー通信について」」を参照してください。

• リプレイ防止— パケットの傍受と再生を探知するオプションの設定。「596ページの「リプレ

イ防止について」」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 589ページのグループ VPN 概要

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 597ページのグループ VPN 設定概要

グループ VPN 設定概要

本項では、グループ VPN の設定に関する主な操作を説明しています。

グループ サーバー上で以下を行います。

1. IKE フェーズ 1 ネゴシエーション。「593ページの「グループ VPN の IKE フェーズ 1 設定

について」」を参照してください。

2. フェーズ 2 IPsec SA。「594ページの「グループ VPN の IPsec SA 設定について」」を参照

してください。

3. VPN グループ。「596ページの「VPN グループ設定について」」を参照してください。

グループ メンバー上で以下を行います。

1. IKE フェーズ 1 ネゴシエーション。「593ページの「グループ VPN の IKE フェーズ 1 設定

について」」を参照してください。

2. フェーズ 2 IPsec SA。「594ページの「グループ VPN の IPsec SA 設定について」」を参照

してください。

3. どのグループポリシーがメンバー上でインストールされるかを決定するスコープ ポリシー。

「594ページの「動的ポリシーについて」」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 615ページのサーバー-メンバー通信について

• 598ページの例:グループ VPN の設定（CLI）

• 609ページの例:サーバー-メンバー コロケーションを使ってグループ VPN を設定する（CLI）
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例:グループ VPN の設定（CLI）

本項の設定説明は、サーバーとメンバー デバイス上でのグループ VPN の設定のしかたを説明

しています。

• 概要 598ページ

• グループ サーバーの設定 599ページ

• Member1 の設定 601ページ

• Member2 の設定 604ページ

• 動的ポリシーの閲覧 608ページ

概要

598ページの図58では、グループ VPN は 2 つのメンバー デバイス（member 1と member2）、お

よびグループ サーバー（サーバー上のルックバック インターフェースのIP アドレスは

20.0.0.1）で構成されています。グループ識別子は 1 です。

図 58: サーバー-メンバー通信の例

member1
10.1.0.1/32

member2
10.2.0.1/32

MPLS network

Router Router

Group server
20.0.0.1/32

フェーズ 2 グループ VPN SA はフェーズ 1 SA により保護されていなければなりません。した

がって、グループ VPN 設定には、グループ サーバーとグループ メンバーの両方で IKE フェー

ズ 1 ネゴシエーションの設定が含まれていなければなりません。さらに、グループ サーバー

とグループ メンバーの両方で同じグループ識別子が設定されていなければなりません。

グループ ポリシーは、グループ サーバー上で設定されます。グループ用に設定された全ての

のグループ ポリシーが、グループ メンバーにダウンロードされます。グループ メンバー上で

設定されたスコープポリシーは、どのグループ ポリシーが実際にメンバー上にインストールさ

れるかを決定します。この例では、以下のグループポリシーが、グループメンバー全員にダウ

ンロードされるよう、グループサーバ上に設定されています。

• p1— 10.1.0.0/16 から 10.2.0.0./16 までの全てのトラフィックを許可します。

• p2— 10.2.0.0./16 から 10.1.0.0/16 までの全てのトラフィックを許可します。

• p3— 10.1.1.1/32 からのマルチキャストを許可します。

member1 デバイスは、10.0.0.0/8 サブネットワークとの間の全てのユニキャス トトラフィッ

クを許可するスコープ ポリシーを使って設定されています。member1 上で設定された、マルチ

キャストを許可するスコープポリシーはありません。したがって、SA ポリシー p3 は member1

にはインストールされません。
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member2 デバイスは、trust ゾーンから untrust ゾーンへの 10.1.0.0/16 から、untrust ゾー

ンから trust ゾーンへの10.1.0.0/16 までのトラフィックをドロップするスコープポリシーで

設定されています。したがって、member2 上には SA ポリシー p2 はインストールされません。

始める前に

1. Juniper Networks セキュリティ デバイスをネットワーク通信用に設定する

2. サーバー上およびメンバー デバイス上でネットワーク インターフェースを設定する「Junos

OS セキュリティ デバイス用インターフェース設定ガイド」を参照してください。

グループ サーバーの設定

グループ サーバー デバイス上で以下を行います。

1. デバイス上でループバックアドレスの設定

[edit]

user@host# edit interfaces

[edit interfaces]

user@host# set lo0 unit 0 family inet address 20.0.0.1/32

2. IKE フェーズ 1 SA を設定します（この設定は、グループメンバーの フェーズ 1 SA 設定

と一致しなければなりません。

[edit security group-vpn server ike]

user@host# set proposal srv-prop authentication-method pre-shared-keys dh-group group2

authentication-algorithm sha1 encryption-algorithm 3des-cbc

user@host# set policy srv-pol mode main proposals srv-prop pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@host# set gateway gw1 ike-policy srv-pol address 10.1.0.1

user@host# set gateway gw2 ike-policy srv-pol address 10.2.0.1

3. フェーズ 2 SA 交換を設定します。

[edit security group-vpn server ipsec]

user@host# set proposal group-prop authentication-algorithm hmac-sha1–96

encryption-algorithm 3des-cbc lifetime-seconds 3600

4. グループ識別子、IKE ゲートウェイ、リプレイ防止タイムおよびサーバー アドレスを設定

します。

[edit security group-vpn server group grp1]

user@host# set group-id 1 ike-gateway srv-gw anti-replay-time-window 120 server-address

20.0.0.1

5. サーバーツーメンバー通信を設定します。

[edit security group-vpn server group grp1]

user@host# set server-member-communication communication-type unicast

encryption-algorithm aes-128-cbc sig-hash-algorithm md5 certificate “srv-cert”

6. グループ メンバーにダウンロードするグループ ポリシーを設定します。

[edit security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa proposal group-prop]

user@host# set match-policy p1 source 10.1.0.0/16 destination 10.2.0.0/16 source-port

0 destination-port 0 protocol 0

user@host# set match-policy p2 source 10.2.0.0/16 destination 10.1.0.0/16 source-port

0 destination-port 0 protocol 0
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user@host# set match-policy p3 source 10.1.1.1/16 destination 239.1.1.1/32 source-port

0 destination-port 0 protocol 0

7. 設定モードから、show security group-vpn server コマンドを入力して設定を確認してくだ

さい。意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設定方法を繰り返して、修

正します。

[edit]

user@host# show security group-vpn server

ike {

proposal srv-prop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy srv-pol {

mode main;

proposals srv-prop;

pre-shared-key ascii-text "$9$gfJUHf5FnCu"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw1 {

ike-policy srv-pol;

address 10.1.0.1;

}

gateway gw2 {

ike-policy srv-pol;

address 10.2.0.1;

}

}

ipsec {

proposal group-prop {

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

lifetime-seconds 3600;

}

}

group grp1 {

group-id 1;

anti-replay-time-window 120;

ike-gateway srv-gw;

server-address 20.0.0.1;

server-member-communication {

communication-type unicast;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

sig-hash-algorithm md5;

certificate srv-cert;

}

ipsec-sa group-sa {

proposal group-prop;

match-policy p1 {

source 10.1.0.0/16;

destination 10.2.0.0/16;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;
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}

match-policy p2 {

source 10.2.0.0/16;

destination 10.1.0.0/16;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

match-policy p3 {

source 10.1.1.1/16;

destination 239.1.1.1/32;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

}

8. デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

[edit]

user@host# commit

Member1 の設定

Member1 上で、以下を設定します。

1. フェーズ 1 SA を設定します（この設定は、グループ サーバー上の フェーズ 1 SA 設定と

一致しなければなりません。

[edit security group-vpn member ike]

user@member1# set proposal prop1 authentication-method pre-shared-keys dh-group group2

authentication-algorithm sha1 encryption-algorithm 3des-cbc

user@member1# set policy pol1 mode main proposals prop1 pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@member1# set gateway g1 ike-policy pol1 address 20.0.0.1 local-address 10.1.0.1

2. Member1 のグループ識別子、IKE ゲートウェイ、およびインターフェースを設定します。

[edit security group-vpn member ipsec]

user@member1# set vpn v1 group 1 ike-gateway g1 group-vpn-external-interface ge-0/1/0

注: パケットの断片化を防ぐため、グループメンバーが MPLS ネットワークに接

続する際に使用するインターフェースは、最大送信単位（MTU）を 1400 バイト

以内に設定することを推奨します。MTU のサイズの設定には set interface mtu

設定ステートメントを使用します。

3. 10.0.0.0/8 サブネット用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones]

user@member1# set security-zone trust address-book address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member1# set security-zone untrust address-book address 10_subnet 10.0.0.0/8

4. 10.0.0.0/8 サブネットとの間のユニキャスト トラフィックを許可する trust ゾーンから

untrust ゾーンへのスコープ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]
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user@member1# set policy scope1 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member1# set policy scope1 then permit tunnel ipsec-group-vpn v1

5. 10.0.0.0/8 サブネットとの間のユニキャスト トラフィックを許可する untrust ゾーンか

ら trust ゾーンへのスコープ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@member1# set policy scope1 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member1# set policy scope1 then permit tunnel ipsec-group-vpn v1

6. 設定モードから、show security group-vpn member および show security policies コマン

ドを入力して設定を確認してください。意図していた設定が表示されない場合、この例で説

明した設定方法を繰り返して、修正します。

注: 設定されたセキュリティ ポリシーのリスト内で、スコープ ポリシーがデ

フォルト ポリシーよりも前に置かれていることを確認してください。

[edit]

user@member1# show security group-vpn member

ike {

proposal prop1 {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy pol1 {

mode main;

proposals prop1;

pre-shared-key ascii-text "$9$CeS6uBEleWLNb"; ## SECRET-DATA

}

gateway g1 {

ike-policy pol1;

address 20.0.0.1;

local-address 10.1.0.1;

}

}

ipsec {

vpn v1 {

ike-gateway g1;

group-vpn-external-interface ge-0/1/0;

group 1;

}

}

[edit]

user@member1# show security policies

from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;
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}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

policy scope1 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v1;

}

}

}

}

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy scope1 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v1;

}

}

}

}

policy default-deny {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}
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}

}

7. デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

[edit]

user@host# commit

Member2 の設定

Member2 上で、以下を設定します。

1. フェーズ 1 SA を設定します（この設定は、グループ サーバー上の フェーズ 1 SA 設定と

一致しなければなりません。

[edit security group-vpn member ike]

user@member2# set proposal prop2 authentication-method pre-shared-keys dh-group group2

authentication-algorithm sha1 encryption-algorithm 3des-cbc

user@member2# set policy pol2 mode main proposals prop2 pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@member2# set gateway g2 ike-policy pol2 address 20.0.0.1 local-address 10.2.0.1

2. Member2 のグループ識別子、IKE ゲートウェイ、およびインターフェースを設定します。

[edit security group-vpn member ipsec]

user@member2# set vpn v2 group 1 ike-gateway g2 group-vpn-external-interface ge-0/1/0

注: パケットの断片化を防ぐため、グループメンバーが MPLS ネットワークに接

続する際に使用するインターフェースは、最大送信単位（MTU）を 1400 バイト

以内に設定することを推奨します。MTU のサイズの設定には set interface mtu

設定ステートメントを使用します。

3. trust ゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone trust]

user@member2# set address-book address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member2# set address-book address 10_1_0_0_16 10.1.0.0/16

user@member2# set address-book address multicast_net 239.0.0.0/8

4. untrust ゾーン用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones security-zone untrust]

user@member2# set address-book address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member2# set address-book address 10_1_0_0_16 10.1.0.0/16

user@member2# set address-book address multicast_net 239.0.0.0/8

5. 10.1.0.0/16 からのトラフィックをブロックする trust ゾーンから untrust ゾーンへのス

コープ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@member2# set policy deny2 match source-address 10_1_0_0_16 destination-address

any application any

user@member2# set policy deny2 then reject

user@member2# set policy scope2 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member2# set policy scope2 then permit tunnel ipsec-group-vpn v2
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user@member2# set policy multicast-scope2 match source-address 10_subnet

destination-address multicast-net application any

user@member2# set policy multicast-scope2 then permit tunnel ipsec-group-vpn v2

6. 10.1.0.0/16 からのトラフィックをブロックする untrust ゾーンから trust ゾーンへのス

コープ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@member2# set policy deny2 match source-address any destination-address 10_1_0_0_16

application any

user@member2# set policy deny2 then reject

user@member2# set policy scope2 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member2# set policy scope2 then permit tunnel ipsec-group-vpn v2

user@member2# set policy multicast-scope2 match source-address 10_subnet

destination-address multicast-net application any

user@member2# set policy multicast-scope2 then permit tunnel ipsec-group-vpn v2

7. 設定モードから、show security group-vpn member および show security policies コマン

ドを入力して設定を確認してください。意図していた設定が表示されない場合、この例で説

明した設定方法を繰り返して、修正します。

注: 設定されたセキュリティ ポリシーのリスト内で、スコープ ポリシーがデ

フォルト ポリシーよりも前に置かれていることを確認してください。

[edit]

user@member2# show security group-vpn member

ike {

proposal prop2 {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy pol2 {

mode main;

proposals prop2;

pre-shared-key ascii-text "$9$Hm5FCA0BEy"; ## SECRET-DATA

}

gateway g2 {

ike-policy pol2;

address 20.0.0.1;

local-address 10.2.0.1;

}

}

ipsec {

vpn v2 {

ike-gateway g2;

group-vpn-external-interface ge-0/1/0;

group 1;

}

}

[edit]

user@member2# show security policies
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from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

policy deny2 {

match {

source-address 10_1_0_0_16;

destination-address any;

application any;

}

then {

reject;

}

}

policy scope2 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v2;

}

}

}

}

policy multicast-scope2 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address multicast-net;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v2;

}

}

}

}

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.606

Junos OS セキュリティ設定ガイド



}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy deny2 {

match {

source-address any;

destination-address 10_1_0_0_16;

application any;

}

then {

reject;

}

}

policy scope2 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v2;

}

}

}

}

policy multicast-scope2 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address multicast-net;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v2;

}

}

}

}

policy default-deny {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}

}

}

607Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第21章: グループ VPN



8. デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

[edit]

user@host# commit

動的ポリシーの閲覧

グループサーバーが鍵をmember1 にダウンロードしたら、show security dynamic-policies コマ

ンドを使って、member1 上にインストールされた動的ポリシーを表示します。member1 上には

サーバーからのマルチキャスト ポリシー p3 はインストールされていません。これは、マルチ

キャスト トラフィックを許可するスコープ ポリシーが member1 上で設定されていないからで

す。

user@member1> show security dynamic-policies

Policy:scope1-0001, action-type:permit, State:enabled, Index:1048580,AI:disabled, Scope

Policy:4 Policy Type:Dynamic Sequence number:1 From zone:untrust, To zone:trust Source

addresses:10.1.0.0/16 Destination addresses:10.2.0.0/16 Application:Unknown IP

protocol:0, ALG:0, Inactivity timeout:0 Source port range:[0-0] Destination port

range:[0-0] Tunnel:INSTANCE-gvpn_133955586, Type:IPSec, Index: 133955586

Policy:scope1–0001, action-type:permit, State:enabled, Index:1048581,AI:disabled, Scope

Policy:5 Policy Type:Dynamic Sequence number:2 From zone:trust, To zone:untrust Source

addresses:10.1.0.0/16 Destination addresses:10.2.0.0/16 Application:Unknown IP

protocol:0, ALG:0, Inactivity timeout:0 Source port range:[0-0] Destination port

range:[0-0] Tunnel:INSTANCE-gvpn_133955586, Type:IPSec, Index: 133955586

グループサーバーが鍵をmember2 にダウンロードしたら、show security dynamic-policies コマ

ンドを使って、member2 上にインストールされた動的ポリシーを表示します。member2 にはサー

バーからの p2 ポリシー（10.1.0.0/16 から 10.2.0.0/16 へのトラフィック)はインストール

されていません。これは、member2 上で設定されている deny2 セキュリティポリシーに一致す

るためです。

user@member2> show security dynamic-policies

Policy:scope2-0001, action-type:permit, State:enabled, Index:1048580,AI:disabled, Scope

Policy:4 Policy Type:Dynamic Sequence number:1 From zone:untrust, To zone:trust Source

addresses:10.1.0.0/16 Destination addresses:10.2.0.0/16 Application:Unknown IP

protocol:0, ALG:0, Inactivity timeout:0 Source port range:[0-0] Destination port

range:[0-0] Tunnel:INSTANCE-gvpn_133955586, Type:IPSec, Index: 133955586

Policy:scope2-0001, action-type:permit, State:enabled, Index:1048580,AI:disabled, Scope

Policy:4 Policy Type:Dynamic Sequence number:1 From zone:untrust, To zone:trust Source

addresses:10.1.1.1/32 Destination addresses:239.1.1.1/32 Application:Unknown IP

protocol:0, ALG:0, Inactivity timeout:0 Source port range:[0-0] Destination port

range:[0-0] Tunnel:INSTANCE-gvpn_133955586, Type:IPSec, Index: 133955586

Policy:scope2–0001, action-type:permit, State:enabled, Index:1048581,AI:disabled, Scope

Policy:5 Policy Type:Dynamic Sequence number:2 From zone:trust, To zone:untrust Source

addresses:10.2.0.0/16/0 Destination addresses:10.1.0.0/16 Application:Unknown IP

protocol:0, ALG:0, Inactivity timeout:0 Source port range:[0-0] Destination port

range:[0-0] Tunnel:INSTANCE-gvpn_133955586, Type:IPSec, Index: 133955586

Policy:scope2–0001, action-type:permit, State:enabled, Index:1048581,AI:disabled, Scope

Policy:5 Policy Type:Dynamic Sequence number:2 From zone:trust, To zone:untrust Source

addresses:10.1.1.1/32 Destination addresses:239.1.1.1/32 Application:Unknown IP

protocol:0, ALG:0, Inactivity timeout:0 Source port range:[0-0] Destination port

range:[0-0] Tunnel:INSTANCE-gvpn_133955586, Type:IPSec, Index: 133955586

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.608

Junos OS セキュリティ設定ガイド



• 589ページのグループ VPN 概要

• 597ページのグループ VPN 設定概要

• 609ページの例:サーバー-メンバー コロケーションを使ってグループ VPN を設定する（CLI）

コローケーション モード

• コロケーション モードについて 609ページ

• 例:サーバー-メンバー コロケーションを使ってグループ VPN を設定する（CLI） 609ページ

コロケーション モードについて

グループ サーバー機能とグループ メンバー機能は別々のもので、重なるものではありません。

サーバー機能とメンバー機能は、同じ物理的デバイス上に共存することができ、これはコロー

ケーション モードと呼ばれます。. コローケーション モードでは、サーバーあるいはメンバー

の機能や振る舞いに変更はありませんが、パケットが適切に送信されるためには、サーバーと

メンバーそれぞれに別々の IP アドレスが割り当てられる必要があります。コローケーション

モードでは、全グループを通して、サーバーに割り当てることのできる IP アドレスは1つの

み、メンバーに割り当てることのできる IP アドレスは1つのみです。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 589ページのグループ VPN 概要

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 594ページの動的ポリシーについて

• 597ページのグループ VPN 設定概要

• 598ページの例:グループ VPN の設定（CLI）

• 609ページの例:サーバー-メンバー コロケーションを使ってグループ VPN を設定する（CLI）

例:サーバー-メンバー コロケーションを使ってグループ VPN を設定する（CLI）

コロケーション モードが設定されている場合、グループ サーバー機能とグループ メンバー機

能は同じデバイス上で共存することが可能です。コロケーション モードでは、パケットが適切

に送信されるためには、サーバーとメンバーは別々の IP アドレスを割り当てられなければな

りません。

この例では、デバイスのコロケーションモードの設定方法を示しています。610ページの図59で

は、グループ VPN （グループ識別子は 1）は 2 つのメンバー デバイス（member1 と

member2）、およびグループ サーバー（ルックバック インターフェースのIP アドレスは

20.0.0.1）で構成されています。member1 はグループ サーバーとして、同一デバイス上で共存

しています。この例では、member1 が MPLS ネットワークに接続するために使用するインター

フェースは、IP アドレス 10.1.0.1/32 が割り当てられています。

609Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第21章: グループ VPN



図 59: サーバー-メンバー コロケーションの例
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注: 本項の設定説明は、コロケーション モード用のグループ サーバーと member1

デバイスの設定のしかたを説明しています。member2 の設定は、先ほどの例と同じ

です。

始める前に

1. Juniper Networks セキュリティ デバイスをネットワーク通信用に設定する

2. サーバー上およびメンバー デバイス上でネットワーク インターフェースを設定する「Junos

OS セキュリティ デバイス用インターフェース設定ガイド」を参照してください。

グループ サーバー デバイスおよび member 1 デバイス上で以下を行います。

1. デバイス上でループバックアドレスの設定

[edit interfaces]

user@host# set lo0 unit 0 family inet address 20.0.0.1/32

2. member1 が MPLS ネットワークに接続するために使用するインターフェースを設定します。

[edit interfaces]

user@host# set ge-0/1/0 unit 0 family inet address 10.1.0.1/32

注: パケットの断片化を防ぐため、グループメンバーが MPLS ネットワークに接

続する際に使用するインターフェースは、最大送信単位（MTU）を 1400 バイト

以内に設定することを推奨します。MTU のサイズの設定には set interface mtu

設定ステートメントを使用します。

3. デバイス上でグループ VPN コロケーションを設定します。

[edit security group-vpn]

user@host# set co-location

4. サーバー用に IKE フェーズ 1 SA を設定します（この設定は、グループメンバーの フェー

ズ 1 SA 設定と一致しなければなりません。

[edit security group-vpn server ike]

user@host# set proposal srv-prop authentication-method pre-shared-keys dh-group group2

authentication-algorithm sha1 encryption-algorithm 3des-cbc

user@host# set policy srv-pol proposals srv-prop mode main pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@host# set gateway gw1 ike-policy srv-pol address 10.1.0.1

user@host# set gateway gw2 ike-policy srv-pol address 10.2.0.1

5. サーバー用のフェーズ 2 SA 交換を設定します。
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[edit security group-vpn server ipsec]

user@host# set proposal group-prop authentication-algorithm hmac-sha1-96

encryption-algorithm 3des-cbc lifetime-seconds 3600

6. サーバー上でグループ識別子、IKE ゲートウェイ、リプレイ防止タイムおよびサーバー ア

ドレスを設定します。

[edit security group-vpn server group grp1]

user@host# set group-id 1 ike-gateway srv-gw anti-replay-time-window 120 server-address

20.0.0.1

7. サーバーツーメンバー通信を設定します。

[edit security group-vpn server group grp1]

user@host# set server-member-communication communication-type unicast

encryption-algorithm aes-128-cbc sig-hash-algorithm md5 certificate “srv-cert”

8. グループ メンバーにダウンロードするグループ ポリシーを設定します。

[edit security group-vpn server group grp1 ipsec-sa group-sa proposal group-prop]

user@host# set match-policy p1 source 10.1.0.0/16 destination 10.2.0.0/16 source-port

0 destination-port 0 protocol 0

user@host# set match-policy p2 source 10.2.0.0/16 destination 10.1.0.0/16 source-port

0 destination-port 0 protocol 0

user@host# set match-policy p3 source 10.1.1.1/16 destination 239.1.1.1/32 source-port

0 destination-port 0 protocol 0

9. member1 のフェーズ 1 SA を設定します（この設定は、グループ サーバー上の フェーズ 1

SA 設定と一致しなければなりません）。

[edit security group-vpn member ike]

user@host# set proposal prop1 authentication-method pre-shared-keys dh-group group2

authentication-algorithm sha1 encryption-algorithm 3des-cbc

user@host# set policy pol1 mode main proposals prop1 pre-shared-key ascii-text

"$9$c1grK8-VYZUHX7UHqmF3Sre"

user@host# set gateway g1 ike-policy pol1 address 20.0.0.1 local-address 10.1.0.1

10. Member1 のグループ識別子、IKE ゲートウェイ、およびインターフェースを設定します。

[edit security group-vpn member ipsec]

user@host# set vpn v1 group 1 ike-gateway g1 group-vpn-external-interface ge-0/1/0

11. 10.0.0.0/8 サブネット用のアドレス帳エントリを設定します。

[edit security zones]

user@member1# set security-zone trust address-book address 10_subnet 10.0.0.0/8

user@member1# set security-zone untrust address-book address 10_subnet 10.0.0.0/8

12. 10.0.0.0/8 サブネットとの間のユニキャスト トラフィックを許可する trust ゾーンから

untrust ゾーンへのスコープ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@member1# set policy scope1 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member1# set policy scope1 then permit tunnel ipsec-group-vpn v1

13. 10.0.0.0/8 サブネットとの間のユニキャスト トラフィックを許可する untrust ゾーンか

ら trust ゾーンへのスコープ ポリシーを設定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]
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user@member1# set policy scope1 match source-address 10_subnet destination-address

10_subnet application any

user@member1# set policy scope1 then permit tunnel ipsec-group-vpn v1

14.設定モードから、show security group-vpn および show security policies コマンドを入力

して設定を確認してください。意図していた設定が表示されない場合、この例で説明した設

定方法を繰り返して、修正します。

注: 設定されたセキュリティ ポリシーのリスト内で、スコープ ポリシーがデ

フォルト ポリシーよりも前に置かれていることを確認してください。

[edit]

user@host# show security group-vpn

member {

ike {

proposal prop1 {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy pol1 {

mode main;

proposals prop1;

pre-shared-key ascii-text "$9$i.fz9CuORS"; ## SECRET-DATA

}

gateway g1 {

ike-policy pol1;

address 20.0.0.1;

local-address 10.1.0.1;

}

}

ipsec {

vpn v1 {

ike-gateway g1;

group-vpn-external-interface ge-0/1/0;

group 1;

}

}

}

server {

ike {

proposal srv-prop {

authentication-method pre-shared-keys;

dh-group group2;

authentication-algorithm sha1;

encryption-algorithm 3des-cbc;

}

policy srv-pol {

mode main;

proposals srv-prop;

pre-shared-key ascii-text "$9$hucrK8-ds2aU"; ## SECRET-DATA

}

gateway gw1 {
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ike-policy srv-pol;

address 10.1.0.1;

}

gateway gw2 {

ike-policy srv-pol;

address 10.2.0.1;

}

}

ipsec {

proposal group-prop {

authentication-algorithm hmac-sha1-96;

encryption-algorithm 3des-cbc;

lifetime-seconds 3600;

}

}

group grp1 {

group-id 1;

ike-gateway srv-gw;

anti-replay-time-window 120;

server-address 20.0.0.1;

server-member-communication {

communication-type unicast;

encryption-algorithm aes-128-cbc;

sig-hash-algorithm md5;

certificate srv-cert;

}

ipsec-sa group-sa {

proposal group-prop;

match-policy p1 {

source 10.1.0.0/16;

destination 10.2.0.0/16;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

match-policy p2 {

source 10.2.0.0/16;

destination 10.1.0.0/16;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

match-policy p3 {

source 10.1.1.1/16;

destination 239.1.1.1/32;

source-port 0;

destination-port 0;

protocol 0;

}

}

}

}

co-location;

[edit]

user@host# show security policies
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from-zone trust to-zone trust {

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone trust to-zone untrust {

policy scope1 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {

permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v1;

}

}

}

}

policy default-permit {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy default-deny {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

deny;

}

}

policy scope1 {

match {

source-address 10_subnet;

destination-address 10_subnet;

application any;

}

then {
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permit {

tunnel {

ipsec-group-vpn v1;

}

}

}

}

}

15.デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

[edit]

user@host# commit

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 589ページのグループ VPN 概要

• 597ページのグループ VPN 設定概要

• 598ページの例:グループ VPN の設定（CLI）

サーバー-グループ通信

• サーバー-メンバー通信について 615ページ

• グループ鍵オペレーションについて 616ページ

• ハートビート メッセージについて 620ページ

• 例:ユニキャスト鍵更新メッセージ用にサーバー-メンバー通信を設定する 621ページ

• 例:マルチキャスト鍵更新メッセージ用にサーバー-メンバー通信を設定する 622ページ

サーバー-メンバー通信について

サーバー-メンバー通信は、サーバーがメンバーに対して GDOI groupkey-push メッセージを送

ることを許可します。グループ用にサーバー-メンバー通信が設定されていない場合、メンバー

は、サーバーへの登録および再登録のため、GDOI groupkey-pull メッセージを送ることはでき

ますが、サーバーはメンバーに対して鍵更新メッセージを送ることができません。

サーバー-メンバー通信は、[edit security group-vpn server] 階層で、

server-member-communication 設定ステートメントを使って、グループ用に設定されます。以下

のオプションの定義が可能です。

• サーバーとメンバー間での通信に使用される暗号化アルゴリズム。3des-cbc、aes-128-cbc、

aes-192-cbc、aes-256-cbc または des-cbcを指定できます。デフォルトのアルゴリズムはあ

りません。

• メンバーのサーバーに対する認証に使用する認証アルゴリズム（md5 または sha1）。デフォ

ルトのアルゴリズムはありません。

• サーバーが、グループ メンバーにユニキャストの鍵更新メッセージを送るかマルチキャスト

の鍵更新メッセージを送るか、および通信タイプに関連するパラメータ。「617ページの「鍵

更新メッセージについて」」を参照してください。
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• サーバーがグループ メンバーにハートビート メッセージを送る間隔。これにより、メンバー

はサーバーがリブートしたかどうかを判断できます。サーバーがリブートした場合、メンバー

はサーバーに再登録する必要があります。デフォルトは 300 秒です。「620ページの「ハート

ビート メッセージについて」」を参照してください。

• 鍵暗号化鍵（KEK）の寿命。デフォルトは 3600 秒です。

注: グループサーバーが、鍵更新メッセージをメンバーに送信するためには、サー

バー-メンバー通信を設定することが必要ですが、この振る舞いが好もしくない状況

が起こる場合があります。たとえば、グループ メンバーが動的ピア（ホームオフィ

ス等）であり、デバイスが常に起動しているとは限らず、デバイスの IP アドレス

が電源を入れる度に異なる可能性がある場合等です。動的ピアで構成されるグルー

プについて、サーバー-メンバー通信を設定すると、サーバーから不必要な送信が生

じる可能性があります。GDOI ネゴシエーションを保護するために、必ず IKE フェー

ズ 1 SA ネゴシエーションを実行させたい場合、サーバー-メンバー通信を設定しな

いでください。

グループのサーバー-メンバー通信が設定されない場合、show security group-vpn server

registered-members コマンドを入力した際に表示されるメンバーシップ リストには、メンバー

がアクティブか否かにかかわらず、サーバーに登録されているグループメンバーが表示されま

す。グループのサーバー-メンバー通信が設定されると、グループ メンバーシップ リストはク

リアされます。通信タイプがユニキャストに設定されると、show security group-vpn server

registered-members コマンドにより、アクティブメンバーのみが表示されます。通信タイプが

マルチキャストに設定されると、show security group-vpn server registered-members コマンド

により、設定後にサーバーに登録したメンバーが表示されます。登録後にドロップアウトした

メンバーがいる可能性があるので、メンバーシップリストは、必ずしも、アクティブなメンバー

を表示しているとは限りません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 617ページのグループ鍵について

• 617ページの鍵更新メッセージについて

• 619ページのメンバー再登録について

• 596ページのVPN グループ設定について

• 621ページの例:ユニキャスト鍵更新メッセージ用にサーバー-メンバー通信を設定する

• 622ページの例:マルチキャスト鍵更新メッセージ用にサーバー-メンバー通信を設定する

グループ鍵オペレーションについて

このセクションには、以下のトピックがあります。

• グループ鍵について 617ページ

• 鍵更新メッセージについて 617ページ

• メンバー再登録について 619ページ

• 鍵アクチベーションについて 619ページ
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グループ鍵について

グループサーバーは、VPN グループ、グループ メンバー、およびグループ鍵の間の関係を追跡

するためのデータベースを維持します。サーバーがメンバーにダウンロードするグループ鍵に

は次の2種類があります。

• 鍵暗号化鍵（KEK）—鍵更新メッセージの暗号化に使用します。1 グループにつき 1 つの KEI

がサポートされています。

• トラフィック暗号化鍵（TEK）—グループ メンバー間の IPsec データ トラフィックの暗号

化・復号化に使用します。

メンバー上に一致するスコープポリシーが設定されている場合にのみ、SA に関連付けられてい

る鍵がグループ メンバーによって受け入れられます。受け入れられた鍵はグループ VPN 用に

インストールされ、拒否された鍵は廃棄されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 589ページのグループ VPN 概要

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 594ページの動的ポリシーについて

• 597ページのグループ VPN 設定概要

• 617ページの鍵更新メッセージについて

• 619ページのメンバー再登録について

鍵更新メッセージについて

グループが、サーバー-メンバー通信用に設定されている場合（「615ページの「サーバー-メン

バー通信について」」を参照してください）、サーバーは定期的に、鍵更新（GDOI

groupkey-push）メッセージと共に、SA および鍵リフレッシュをグループ メンバーに送信しま

す。鍵交換メッセージは、SA が失効する前に送信されます。これにより、いつでも、グループ

メンバー間でのトラフィックの暗号化のために有効な鍵が提供されます。

サーバーはまた、グループのメンバーシップに変更があった場合、あるいはグループ SA が変

更された場合に（たとえば、グループポリシーが追加または削除された）、メンバーに新しい

鍵を提供するためにも、鍵更新メッセージを送信します。

サーバーがグループ メンバーに鍵更新メッセージを送れるよう、サーバー上でサーバー-メン

バー通信オプションを設定する必要があります。これらのオプションは、次項で説明するよう

に、メッセージの種類、およびメッセージが送られる間隔を指定します。

• 鍵更新メッセージのタイプ 617ページ

• 鍵更新間隔 618ページ

鍵更新メッセージのタイプ

鍵更新メッセージには次の 2 種類があります：
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• ユニキャスト鍵更新メッセージ—グループサーバーが、各グループ メンバーに鍵更新メッセー

ジのコピー １ つを送信します。鍵更新メッセージを受け取ると、メンバーは、サーバーに

受け取り確認（ACK）を送信しなければなりません。サーバーがメンバーから ACK（鍵更新

メッセージの再送信を含む）を受け取らなかった場合、サーバーは、そのメンバーは非アク

ティブ状態であると判断し、メンバーシップリストから外します。サーバーは、そのメンバー

への鍵更新メッセージの送信を停止します。

メンバーからの ACK が受け取られなかった場合、サーバー-メンバー通信用の

number-of-retransmission および retransmission-period 設定ステートメントが、サーバーに

よる鍵更新メッセージの送信を制御します。

• マルチキャスト鍵更新メッセージ—グループ サーバーは、指定された出力インターフェース

から、設定されたマルチキャスト グループ アドレス宛に、鍵更新メッセージのコピーを １

つ送信します。メンバーは、マルチキャスト鍵更新メッセージの受け取り確認を送信しませ

ん。メンバーは初回登録の後にドロップアウトする可能性があるので、登録メンバーシップ

リストには、必ずしもアクティブなメンバーだけが含まれるわけではありません。グループ

内の全てのメンバーは、マルチキャスト メッセージをサポートするよう設定しなければなり

ません。

注: ネットワーク上でマルチキャスト トラフィックの送信を許可するには、IP

マルチキャスト プロトコルを設定しなければなりません。Juniper Networks デ

バイス上でのマルチキャスト プロトコルの設定の詳細については、「Junos OS

マルチキャスト プロトコル設定ガイド」を参照してください。

鍵更新間隔

サーバーが鍵更新メッセージを送信する間隔は、[edit security group-vpn server group]階層

の lifetime-seconds および activation-time-delay 設定ステートメントの値に基づき計算され

ます。この間隔はlifetime-seconds - 4 x (activation-time-delay) で計算されます。.

KEK の lifetime-seconds は、サーバー-メンバー通信の一部として設定され、デフォルト値は

3600 秒です。TEK の lifetime-seconds は、IPsec プロトコル用に設定され、デフォルト値は

3600 秒です。activation-time-delay はサーバー上のグループ用に設定され、デフォルト値は

15 秒です。デフォルト値の lifetime-seconds と activation-time-delay を使った場合、サー

バーが鍵更新メッセージを送信する間隔は、3600 - ４ x 15、つまり3540 秒になります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 617ページのグループ鍵について

• 619ページの鍵アクチベーションについて

• 619ページのメンバー再登録について

• 597ページのグループ VPN 設定概要
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メンバー再登録について

現在有効な鍵の期限失効前に、グループメンバーがサーバーから新しい SA 鍵を受け取らなかっ

た場合、そのメンバーはサーバーに登録し、GDOI groupkey-pull 交換により、更新された鍵を

取得しなければなりません。この場合、サーバーが鍵更新メッセージを送信する間隔は、次の

ように計算されます。lifetime-seconds - 3 x (activation-time-delay。デフォルト値の

lifetime-seconds と activation-time-delay を使った場合、サーバーが鍵更新メッセージを送

信する間隔は、3600 - 3 x 5 つまり 3555 秒になります。

メンバーの登録は次の理由により発生可能です。

• サーバーから受け取るはずのハートビートがないため、メンバーがサーバーの再起動を探知

した場合。

• グループサーバーからの鍵更新メッセージが失われまたは遅れて、TEK の期限が失効した。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 617ページのグループ鍵について

• 617ページの鍵変更メッセージについて

• 619ページの鍵アクチベーションについて

• 597ページのグループ VPN 設定概要

鍵アクチベーションについて

メンバーがサーバーから新しい鍵を受け取ったら、暗号化のためにその鍵を使う前に一定の期

間待機します。この期間は、activation-time-delay 設定ステートメント、および鍵の受け取り

がサーバーが送信した鍵交換メッセージを介して行われたのか、メンバーがサーバーへの再登

録をしたためなのかにより決定される。

鍵が、サーバーから送信された鍵更新メッセージを介して受け取られた場合は、メンバーはそ

の鍵を使用するまでに、2 x (activation-time-delay) 秒待機します。鍵がメンバーの再登録に

より受け取られた場合は、メンバーは activation-time-delay 値で指定されている秒数の間、

待機します。

メンバーは、メンバー上にインストールされた各グループ SA について、サーバーから送信さ

れた直近の鍵 2 つを維持します。復号化には両方の鍵を使用することができますが、暗号化に

は最新の鍵が使用されます。新しい鍵のアクチベーションが終わったら、以前の鍵は、

activation-time-delay 値で指定されている秒数の後、削除されます。

activation-time-delay 設定ステートメントのデフォルト値は 15 秒です。この期間をあまり短

くすると、新しい鍵がインストールされる前に、リモートグループメンバーのところで、パケッ

トがドロップされてしまう可能性があります。activation-time-delay 値を変更する際には、

ネットワーク トポロジーとシステムのトランスポート遅延を考慮に入れてください。ユニキャ

スト送信の場合、システムのトランスポート遅延は、グループ メンバーの数に比例します。

619Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第21章: グループ VPN



関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

• 617ページのグループ鍵について

• 617ページの鍵変更メッセージについて

• 619ページのメンバー再登録について

• 597ページのグループ VPN 設定概要

ハートビート メッセージについて

サーバー-メンバー通信を設定すると、サーバーは一定の間隔（デフォルトの間隔は 300 秒）

で、メンバーにハートビート メッセージを送信します。ハートビートのメカニズムにより、メ

ンバーは一定の数のハートビートが受け取られなかった場合、サーバーに再登録することがで

きます。たとえば、サーバーの再起動中は、メンバーはハートビート メッセージを受け取りま

せん。サーバーの再起動が完了すると、メンバーはサーバーに再登録します。

ハートビートは、groupkey-push メッセージを介して送信されます。シーケンス番号は各ハート

ビート メッセージ毎に大きくなりますので、メンバーは応答攻撃から守られます。鍵更新メッ

セージとは違い、ハートビート メッセージは、受取者による受け取り確認は行われず、サー

バーにより再送信されません。

ハートビート メッセージには、次の情報が含まれています。

• サーバー上の鍵の現在の状況と設定

• リプレイ防止が有効化されている場合は、相対時間

ハートビート内の情報を比較することにより、メンバーは、サーバー情報あるいは鍵更新メッ

セージを受け取りそこなったかどうかを探知することができます。メンバーはサーバーと同期

させるために再登録します。

注: ハートビート メッセージは、ネットワークの混雑を増やし、不必要なメンバー

再登録を生じさせる可能性があります。したがって、必要に応じて、メンバー上で

ハートビート検知を無効に設定することもできます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 597ページのグループ VPN 設定概要

• 615ページのサーバー-メンバー通信について

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて
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例:ユニキャスト鍵更新メッセージ用にサーバー-メンバー通信を設定する

この例は、サーバーがグループ メンバーにユニキャスト鍵更新メッセージを送信できる設定を

表しています。

始める前に

1. IKE フェーズ 1 ネゴシエーション用にグループ サーバーとメンバーを設定します。

2. IKE フェーズ 2 IPsec SA 用にグループ サーバーとメンバーを設定します。

3. グループ サーバー上で、グループ g1 を設定します。

「598ページの「例：グループ VPN の設定（CLI）」」または「609ページの「例：サーバー-メ

ンバー コロケーションを使ってグループ VPN を設定する（CLI）」」を参照してください。

本項の設定説明は、グループ g1 に関する以下のサーバー-メンバー通信の指定のしかたを説明

しています。

• サーバーは、グループメンバーにユニキャスト鍵更新メッセージを送信します。

• サーバーとメンバー間のトラフィックの暗号化には、3des-cbc が使用されます。

• メンバー認証には、sha1 が使用されます。

サーバーのハートビート、KEI 寿命および再送信にはデフォルト値が使用されます。

サーバー-メンバー通信を設定するには、次の操作を行います。

1. 通信タイプをユニキャストに設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set communications-type unicast

2. 暗号化アルゴリズムを 3des-cbc に設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

3. メンバー認証を sha1 に設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set sig-hash-algorithm sha1

4. 設定モードから、show security group-vpn server group g1 server-member-communication コ

マンドを入力して設定を確認してください。意図していた設定が表示されない場合、この例

で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security group-vpn server group g1 server-member-communication

communication-type unicast;

encryption-algorithm 3des-cbc;

sig-hash-algorithm sha1;

5. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit
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関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 597ページのグループ VPN 設定概要

• 615ページのサーバー-メンバー通信について

• 617ページの鍵変更メッセージについて

• 617ページのグループ鍵について

• 596ページのVPN グループ設定について

例:マルチキャスト鍵更新メッセージ用にサーバー-メンバー通信を設定する

この例は、サーバーがグループメンバーにマルチキャスト鍵更新メッセージを送信できる設定

を表しています。

始める前に

1. IKE フェーズ 1 ネゴシエーションおよびフェーズ 2 IPsec SA用にグループ サーバーとメ

ンバーを設定します。「598ページの「例：グループ VPN の設定（CLI）」」または「609ペー

ジの「例：サーバー-メンバー コロケーションを使ってグループ VPN を設定する（CLI）」」

を参照してください。

2. グループ サーバー上で、グループ g1 を設定します。「598ページの「例：グループ VPN の

設定（CLI）」」または「609ページの「例：サーバー-メンバー コロケーションを使ってグ

ループ VPN を設定する（CLI）」」を参照してください。

3. インターフェース ge-0/0/1.0 を設定します。これは、サーバーがマルチキャスト メッセー

ジを送信する際に使用するインターフェースです。「Junos OS セキュリティ デバイス用

ルーティング プロトコルとポリシーの設定ガイド」を参照してください。

4. マルチキャスト グループ アドレスを 226.1.1.1 に設定します。「Junos OS セキュリティ

デバイス用ルーティング プロトコルとポリシーの設定ガイド」を参照してください。

注: ネットワーク上でマルチキャスト トラフィックの送信を許可するには、IP マ

ルチキャスト プロトコルを設定しなければなりません。この例では、マルチキャス

ト設定は表示していません。Juniper Networks セキュリティ デバイス上でのマル

チキャスト プロトコルの設定の詳細については、「Junos OS セキュリティ デバイ

ス用ルーティング プロトコルとポリシーの設定ガイド」を参照してください。

本項の設定説明は、グループ g1 に関する以下のサーバー-メンバー通信の指定のしかたを説明

しています。

• サーバーが、マルチキャストアドレス 226.1.1.1 およびインターフェース ge-0/0/1.0 を

使って、マルチキャスト鍵更新メッセージをグループ メンバーに送信します。

• サーバーとメンバー間のトラフィックの暗号化には、3des-cbc が使用されます。

• メンバー認証には、sha1 が使用されます。

サーバーのハートビート、KEI 寿命および再送信にはデフォルト値が使用されます。
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サーバー-メンバー通信を設定するには、次の操作を行います。

1. 通信タイプをマルチキャストに設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set communications-type multicast

2. マルチキャスト グループを 226.1.1.1 に設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set multicast-group 226.1.1.1

3. 出力マルチキャストメッセージ用に ge-0/0/1/0 インターフェースを設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set multicast-outgoing-interface ge-0/0/1.0

4. 暗号化アルゴリズムを 3des-cbc に設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set encryption-algorithm 3des-cbc

5. メンバー認証を sha1 に設定します。

[edit security group-vpn server group g1 server-member-communication]

user@host# set sig-hash-algorithm sha1

6. 設定モードから、show security group-vpn server group g1 server-member-communication コ

マンドを入力して設定を確認してください。意図していた設定が表示されない場合、この例

で説明した設定方法を繰り返して、修正します。

[edit]

user@host# show security group-vpn server group g1 server-member-communication

communication-type multicast;

multicast-group 226.1.1.1;

multicast-outgoing-interface ge-0/0/1.0;

encryption-algorithm 3des-cbc;

sig-hash-algorithm sha1;

7. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 597ページのグループ VPN 設定概要

• 615ページのサーバー-メンバー通信について

• 617ページの鍵変更メッセージについて

• 617ページのグループ鍵について

• 596ページのVPN グループ設定について

グループ VPN の制約事項について

本リリースでは、以下の項目はグループ VPN ではサポートされていません。
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• 非デフォルトのルーティング インスタンス

• シャ-シ クラスタ

• サーバー クラスタ

• ルートベース グループ VPN

• 公開インターネット ベースの配備

• SNMP

• Cisco GET VPN サーバーからのポリシーを拒否

• 設定および監視のための J-Web インターフェース

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス•

• 589ページのグループ VPN 概要

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて

Cisco GET VPN との相互運用性について

Cisco の GDOI 実装は、グループ暗号化トランスポート（GET） VPN と呼ばれます。Junos OS

および Cisco の GET VPN はどちらも、RFC 3547「グループ ドメイン オブ インタープリテー

ション」に基づいていますが、Juniper Networks セキュリティ デバイスと Cisco のルーター

の両方を含むネットワーク環境において GDOI を背部する際には、いくつかの相違点に気をつ

けなければなりません。詳しくは、現行の「Junos OS リファランス ノート」を参照してくだ

さい。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファランス

• 441ページのVPN 概要

• 449ページのIKE と IPsec パケット処理について

• 591ページのGDOI プロトコルについて

• 592ページのグループ サーバーとメンバーについて
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第7部

侵入検出と防止

• IDP ポリシー 627ページ

• アプリケーション レベルの分散拒絶サービス 693ページ

• IDP シグネチャ データベース 707ページ

• IDP アプリケーションの識別 725ページ

• IDP SSL 検査 739ページ

• IDP のパフォーマンスとキャパシティの調整 747ページ

• IDP ロギング 749ページ
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第22章

IDP ポリシー

• IDP ポリシーの概要 627ページ

• 例: セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化 629ページ

• IDP インライン タップ モード 632ページ

• IDP ルールとルールベース 634ページ

• IDP アプリケーションとアプリケーション セットとは 658ページ

• IDP 攻撃と攻撃オブジェクト 664ページ

• IDP の制約 690ページ

IDP ポリシーの概要

Junos OS IDP（Intrusion Detection and Prevention）ポリシーでは、IDP 対応デバイスを通

過するネットワーク トラフィックに対して、各種の攻撃検出機能や防止技術を選択的に適用で

きます。IDP ポリシーでは、ゾーン、ネットワーク、アプリケーションに応じてトラフィック

のセクションを照合するポリシー ルールを定義して、それらのトラフィックに対して能動的

に、あるいは受動的に防御行動をとることができます。

IDP ポリシーは、対象デバイスによるネットワーク トラフィックの処理方法を定義します。IDP

ポリシーでは、ネットワークを通過するトラフィックに各種の攻撃検出技術や防止技術を適用

できます。

ポリシーはルールベースの集合であり、各ルールベースはルールの集合です。ユーザーはトラ

フィックの一致条件、アクション、ロギング要件などのルール パラメータをルールに定義し、

そのルールをルールベースに追加します。1 つ以上のルールベースにルールを追加して IDP ポ

リシーを作成したら、そのポリシーをデバイス上のアクティブポリシーとして選択できます。

Junos OS では複数の IDP ポリシーを構成できますが、1 つのデバイスで同時にアクティブに

設定できる IDP ポリシーは 1 つだけです。複数のデバイスに同じ IDP ポリシーをインストー

ルできます。あるいはネットワークのデバイスごとに異なる IDP ポリシーをインストールする

こともできます。1 つのポリシーに設定できるルールベースのインスタンスは、ルールベース

のタイプを問わず 1 つだけです。

このトピックは以下のセクションに分かれています。

• IDP ポリシー用語 628ページ

• IDP ポリシーの利用方法 628ページ
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IDP ポリシー用語

IDP ポリシーを構成するには、628ページの表61の定めた用語の知識が必要です。

表61: IDP 用語

定義用語

コンピュータのハードウェアとソフトウェアの脆弱性につけこむ攻撃。攻撃の程

度にもよりますが、システムが全く使用できなくなり、システムに保存されてい

る秘密情報が盗まれたり、自分のネットワークが他のネットワークの攻撃に不正

利用されるおそれがあります。

攻撃

コンテキスト情報と組み合わせたシグネチャ アノーマリまたはプロトコル アノー

マリ。攻撃オブジェクトは、メイン ルールベースのルールで、不正なトラフィッ

ク パターンを照合するために使用します。攻撃オブジェクトを利用して、攻撃者

がネットワークで不正行為に使用する既知の攻撃やプロトコル アノーマリを検出

します。

攻撃オブジェクト

無害なトラフィックで侵入検出サービスが起動してアラートが生成された状況。

別名フォールス アラート。

偽陽性

2 つのエンティティ間の通信の実装方法を示した RFC 仕様からの逸脱。正常なト

ラフィックのほとんどはプロトコルから逸脱することはありません。トラフィッ

クにアノーマリが検出される場合、多くはトラフィックがマリシャス トラフィッ

クであり、システムに脅威が迫っている兆候だと考えられます。

プロトコル アノーマ

リ

ユーザー定義の一致/アクション シーケンス。ルールはセキュリティ ポリシー

エディタにグラフィカルに表示されます。セキュリティ ポリシー エディタでは、

ルールの作成、変更、削除のほか、ルールベース内におけるルールの順序を変更

できます。

ルール

攻撃を特定し、攻撃を防ぐための具体的な検出機構を利用するルールを集めたも

の。

ルールベース

攻撃の脅威のレベル（クリティカル、メジャー、ミディアム、マイナー、または

情報）。攻撃オブジェクトは、検出した攻撃の脅威レベルに一致する重大度の設

定を使用します。

重大度

IDP ポリシーの利用方法

IDP ポリシーの管理で実施できるタスクは以下のとおりです。

• ゼロからの新規 IDP ポリシーの作成。646ページの「例: IDP IPS ルールベースのルールの定

義」を参照してください。

• Juniper Networks が用意している定義済みのテンプレート（708ページの「定義済みの IDP

ポリシー テンプレート」参照）から IDP ポリシーを作成。

• ルールベースへのルール追加や、ルールベースからのルール削除。以下の IDP オブジェクト

はどれでもルール作りに利用できます。

• ベース システムで利用できるゾーンやネットワークのオブジェクト

• Juniper Networks が用意している定義済みのサービス オブジェクト
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• カスタム アプリケーション オブジェクト

• Juniper Networks が用意している定義済みの攻撃オブジェクト

• カスタム攻撃オブジェクトの作成（683ページの「例: IDP シグネチャ ベースの攻撃の構成」

参照）。

• Juniper Networks で用意しているシグネチャ データベースのアップデート。このデータベー

スには定義済みのオブジェクトがすべて登録されています。

• 複数のIDP ポリシーの作成。デバイスにはどのポリシーでも適用できます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 652ページのIDP テンプレート ルールとは

• 658ページのIDP アプリケーション セットとは

• 664ページのカスタム攻撃オブジェクトとは

• 708ページの定義済みの IDP ポリシー テンプレートとは

• 629ページの例: セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化

例: セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化

この例では、デバイスの双方向を流れるすべてのトラフィックで IDP サービスを有効にするた

めに 2 つのセキュリティ ポリシーを構成する方法を紹介します。

• 要件 629ページ

• 概要 629ページ

• 構成 630ページ

• 確認 631ページ

要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成します。114ページの「例: セキュリティ ゾーンの作成」を参照

してください。

• アプリケーションを構成します。659ページの「例: IDP アプリケーションとサービスの構成」

を参照してください。.

概要

IDP の検査対象にする通過トラフィックについては、セキュリティ ポリシーを構成し、検査対

象のすべてのトラフィックに IDP アプリケーション サービスを有効にしてください。セキュ
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リティ ポリシーにはネットワークで容認されているトラフィックのタイプを定義し、ネット

ワーク内部におけるそのトラフィックの処理方法を定義するルールがあります。セキュリティ

ポリシーで IDP を有効にすると、指定基準に合ったトラフィックは IDP ルールベースによる

検査を受けます。

IDP の検査なしで通過トラフィックを通過させるには、IDP アプリケーション サービスを有効

にせずにそのルールでpermitアクションを指定してください。このルールの条件を満たすトラ

フィックは、IDP 検査なしでデバイスを通過します。

この例では、デバイス上で双方向に流れるすべてのトラフィックに対して IDP サービスを有効

にするために、idp-app-policy-1 と idp-app-policy-2 という 2 つのポリシーを構成する方

法を紹介します。先に構成した Zone1 から Zone2 に流れるすべてのトラフィックは、

idp-app-policy-1 ポリシーに従って IDP ルールベースの検査を受けます。Zone2 から Zone1

に流れるすべてのトラフィックは、idp-app-policy-2 ポリシーに従って IDP ルールベースの

検査を受けます。

注: セキュリティ ポリシー アクションで設定するアクションは、必ず permit に

します。デバイスが拒絶するトラフィックに IDP は有効にできません。

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、デバイスを双方向に流れるすべてのトラ

フィックに対して、IDP サービスを簡単に有効にできます。

[edit]

set security policies from-zone Zone1 to-zone Zone2 policy idp-app-policy-1 match

source-address any destination-address any application any

set security policies from-zone Zone1 to-zone Zone2 policy idp-app-policy-1 then permit

application-services idp

set security policies from-zone Zone2 to-zone Zone1 policy idp-app-policy-2 match

source-address any destination-address any application any

set security policies from-zone Zone2 to-zone Zone1 policy idp-app-policy-2 then permit

application-services idp

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、「構成

モードによる CLI エディタの使用」を参照してください。

デバイスの双方向を流れるすべてのトラフィックに対して IDP サービスを有効にするには:

1. 1 方向を流れるトラフィックにセキュリティ ポリシーを作成します。

[edit security policies from-zone Zone1 to-zone Zone2 policy idp-app-policy-1]

user@host# set match source-address any destination-address any application any

2. ポリシーで指定した条件を満たすトラフィックに実行するアクションを指定します。

[edit security policies from-zone Zone1 to-zone Zone2 policy idp-app-policy-1]

user@host# set then permit application-services idp
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3. もう 1 方向を流れるトラフィックのセキュリティ ポリシーを作成します。

[edit security policies from-zone Zone2 to-zone Zone1 policy idp-app-policy-2]

user@host# set match source-address any destination-address any application any

4. ポリシーで指定した条件を満たすトラフィックに対して実施するアクションを指定しま

す。

[edit security policies from-zone Zone2 to-zone Zone1 policy idp-app-policy-2]

user@host# set then permit application-services idp

結果 show security policies コマンドを入力して、構成モードで構成を確認します。思ったような

構成が表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone Zone1 to-zone Zone2 {

policy idp-app-policy-1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

application-services {

idp;

}

}

}

}

}

from-zone Zone2 to-zone Zone1 {

policy idp-app-policy-2 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit {

application-services {

idp;

}

}

}

}

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• 構成の確認 632ページ
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構成の確認

目的 セキュリティ ポリシーの構成が正しいことを確認します。

アクション 動作モードで、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

IDP インライン タップ モード

• IDP インライン タップ モードとは 632ページ

• 例:IDP インライン タップ モードの構成 633ページ

IDP インライン タップ モードとは

インライン タップ モードの主な目的は、デバイスの総合的なパフォーマンスと安定性を実現

しながら、最高の条件で綿密にトラフィックの検査解析をすることです。インライン タップ機

能では、IDP アプリケーション サービスを有効にしたセキュリティ ポリシーと照合して、ト

ラフィックのアプリケーション レイヤー脅威を受動的にインライン検出します。デバイスがイ

ンライン タップ モードのとき、パケットはファイヤウォール検査を受けますが、それぞれの

IDP モジュールにもコピーされます。これにより、IDP 処理の結果を待たずにパケットは次の

サービス モジュールに移動します。そのため、トラフィック入力が IDP の処理能力の限度を

超えたても、ファイヤウォールなどモジュール限度を越えない限り、デバイスは処理を継続で

きます。IDP プロセスが失敗しても、デバイスの他の機能は正常な動作を続けます。IDP プロ

セスが回復すると、パケットの検査処理を再開します。インライン タップ モードでは、監視

のためにIDP が受動モードになるため、セッションの閉鎖や中断、ディフサーブのマーキング

などの防御アクションは先延ばしにになります。パケット中断アクションは無視されます。

インライン タップ モードは、転送処理モードが IDP セッション数の上限に設定されている場

合にのみ構成できます。これで、ファイヤウォール サービスを安定的に、そして弾力的に運用

できます。インライン タップ モードを利用するのに別途タップ ポートやスパン ポートを設

ける必要ありません。

注: インライン タップ モードに切り替えたときや、標準モードに戻ったときは、

デバイスを再起動してください。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 633ページの例:IDP インライン タップ モードの構成

• 627ページのIDP ポリシーの概要
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• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

例:IDP インライン タップ モードの構成

この例では、デバイスをインライン タップ モードに構成する方法を示します。

要件

作業にかかる前に、インライン タップ モード機能を再確認してください。632ページの「IDP

インライン タップ モードとは」を参照してください。

概要

インライン タップ モード機能では、IDP アプリケーション サービスを有効にしたトラフィッ

ク照合セキュリティ ポリシーと照合してアプリケーション レイヤーの脅威を受動的にインラ

イン検出できます。

注: IDP インライン タップ モードには、別途タップ ポートやスパン ポートを設

ける必要はありません。

構成

ステップごとの手順 デバイスをインライン タップ モードに構成するには:

1. インライン タップ モードを設定します。

[edit]

user@host# set security forwarding-process application-services maximize-idp-sessions

inline-tap

2. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

3. 動作モードでシステムを再起動します。

user@host> request system reboot

注: インライン タップ モードに切り替えたときや、標準モードに戻ったとき

は、デバイスを再起動してください。

4. デバイスを標準モードに戻すには、インライン タップ モードの構成を削除します。

[edit security]

user@host# delete forwarding-process application-services maximize-idp-sessions

inline-tap
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確認

インライン タップ モードが有効であることを確認するには、show security idp status コマン

ドを入力します。転送プロセス モードのインライン項目に、“Forwarding process mode :

maximizing sessions (Inline-tap)” と表示されます。

関連項目 627ページのIDP ポリシーの概要•

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

IDP ルールとルールベース

• IDP ポリシー ルールとは 634ページ

• IDP ルールベース 641ページ

• IDP アプリケーション レベルの DDoS ルールベースとは 644ページ

• IDP IPS ルールベース 644ページ

• IDP 適用除外ルールベース 649ページ

• IDP 終端ルール 652ページ

• IDP DSCP ルール 655ページ

IDP ポリシー ルールとは

IDP（Intrusion Detection and Prevention）ポリシーの個々の命令をルールと呼びます。ルー

ルはルールベースで作成します。

ルールベースは、ルールを組み合わせて IDP ポリシーを定義したものです。ルールは、ネット

ワーク トラフィックのどの部分を IDP システムがチェックして攻撃を探せばよいかを指定し

ます。すなわち検出機構にコンテキストを提供するのがルールです。ルールの条件を満たすと、

ネットワーク トラフィックに攻撃が見つかったと判断して、そのルールのアクションが実行さ

れます。IDP システムは、指定されたアクションを実行し、攻撃からネットワークを守ります。

IDP ポリシー ルールは、以下のコンポーネントで構成されています。

• IDP ルールの一致条件とは 634ページ

• IDP ルールオブジェクトとは 635ページ

• IDP ルールアクションとは 637ページ

• IDP ルール IP アクションとは 639ページ

• IDP ルールの通知とは 640ページ

IDP ルールの一致条件とは

一致条件は、IDP で攻撃を監視するネットワーク トラフィックのタイプを指定します。
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一致条件は、監視するネットワーク トラフィックのタイプを以下の特性で指定します。

• From-zone and to-zone—すべてのトラフィックがソース ゾーンから宛先ゾーンに流れます。

ソースや宛先にはどのゾーンでも選択できます。さらにゾーン例外では、デバイスごとに、

固有の to ゾーンや from ゾーンを指定できます。any を指定すると、from ゾーンや to

ゾーンを特定せずにネットワーク トラフィックを監視できます。デフォルト値は any です。

• Source IP Address— ネットワーク トラフィックのソースであるソース IP アドレスを指定し

ます。監視対象になるネットワーク トラフィックのソースの IP アドレスを特に指定しない

ときは、any を指定します。source-except では、指定アドレス以外のすべてのソースを指定

できます。デフォルト値は any です。

• Destination IP address— ネットワーク トラフィック送信の宛先 IP アドレスを指定します。

これを any に設定すると、すべての IP アドレス宛てのネットワーク トラフィックが監視

対象になります。また、destination-except では、指定アドレス以外のすべての宛先のトラ

フィックが監視対象になります。デフォルト値は any です。

• Application— destination IP アドレスがサポートするアプリケーション レイヤー プロトコ

ルを指定します。すべてのアプリケーションを対象にする場合は any を指定できます。また

ルールの攻撃オブジェクトに構成したアプリケーションは、default で指定できます。

IDP ルールオブジェクトとは

オブジェクトとは、ルールに適用できる再使用可能な論理エンティティのことです。オブジェ

クトを作成すると、オブジェクト タイプのデータベースに追加されます。

IDP ルールには以下のタイプのオブジェクトを構成できます。

ゾーン オブジェクト

ゾーンまたはセキュリティ ゾーンは、ネットワーク インターフェースが 1 つ以上集まったも

のです。IDP では、ベースシステムに構成したゾーンオブジェクトを使用します。

アドレスまたはネットワーク オブジェクト

アドレス オブジェクトは、ホスト マシン、サーバー、サブネットなどのネットワーク コン

ポーネントを表します。IDP ポリシー ルールでは、保護するネットワーク コンポーネントを

アドレス オブジェクトで指定します。

アプリケーション オブジェクトまたはサービス オブジェクト

サービス オブジェクトは、TCP、UDP、RPC、ICMP などの、トランスポート レイヤー プロトコ

ルを使用するネットワーク サービスのことです。ルールにおけるサービス オブジェクトは、

攻撃がネットワークのアクセスに使用するサービスを指定します。Juniper Networks では、定

義済みサービス オブジェクトを用意しています。これは、業界標準のサービスを元に作成した

サービス オブジェクトのデータベースです。定義済みサービス オブジェクトにないサービス

オブジェクトを追加するには、カスタム サービス オブジェクトを作成します。IDP では、以

下のサービス オブジェクトのタイプをサポートしています。

• any—IDP はすべてのトランスポート レイヤー プロトコルを監視対象にします。

• TCP— 指定した TCP ポートのネットワーク サービスの照合対象として TCP ポートまたはポー

トの範囲を指定します。すべての TCP ポートのサービスと照合する場合は、junos-tcp-any

を指定します。

635Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第22章: IDP ポリシー



• UDP— 指定した UDP ポートのネットワーク サービスの照合対象として、UDP ポートまたは

ポートの範囲を指定します。すべての UDP ポートのサービスと照合する場合は、junos-udp-any

を指定します。

• RPC—リモート プロシージャ コール（Sun Microsystems の RPC ）プログラム番号またはプ

ログラム番号の範囲を指定します。IDP は、この情報で RPC セッションを見分けます。

• ICMP—ICMP パケットの一部であるタイプとコードを指定します。すべての ICMP サービスを

照合するには、junos-icmp-all を指定します。

攻撃オブジェクト

IDP 攻撃オブジェクトには、既知の攻撃と未知の攻撃があります。IDP には、定義済み攻撃オ

ブジェクト データベースが組み込まれており、このデータベースは Juniper Networks が定期

的にアップデートします。攻撃オブジェクトはルールに指定して、マリシャス アクティビティ

をこれで見分けます。攻撃を個別に攻撃オブジェクトとして定義します。定義した攻撃オブジェ

クトは既知の攻撃パターンになります。監視対象のネットワーク トラフィックにこの既知のパ

ターンの攻撃があると、攻撃オブジェクトが一致します。636ページの表62 は、攻撃オブジェク

トの主な 3 つのタイプです。

表62: IDP 攻撃オブジェクトについて

解説攻撃オブジェクト

シグネチャ攻撃オブジェクトは、ステートフル攻撃シグネチャ

で既知の攻撃を検出します。攻撃シグネチャとは、ある攻撃に

必ず発生するパターンのことです。その攻撃があると、その攻

撃シグネチャも発生します。ステートフル シグネチャでは、

IDP は、攻撃に使用したプロトコルやサービス、攻撃の方向と

流れ、攻撃が行われたコンテキストを確認します。ステートフ

ル シグネチャでは攻撃のコンテキストを定義して、攻撃が発

生しそうにないネットワーク トラフィックはその大部分を監

視の対象外にするので、偽陽性が生じることはほとんどありま

せん。

シグネチャ攻撃オブジェクト

プロトコル アノーマリ攻撃オブジェクトは、ネットワーク上

の不要なアクティビティを見分けます。プロトコル アノーマ

リ攻撃オブジェクトは、使用中のプロトコルに対応したルール

セットに応じて、接続内の異常なメッセージや不明瞭なメッ

セージを検出します。プロトコル アノーマリ検出機能は、一

般に RFC や共通 RFC 拡張機能で定義したプロトコル標準から

の逸脱を発見します。正当なトラフィックのほとんどは、制定

されているプロトコルに従って機能します。しかし、そのよう

なプロトコルから逸脱したトラフィックからは、侵入防止シス

テム（IPS）を回避するなど、ある目的で不正に作成されたア

ノーマリ（異常性）が生じます。

プロトコル アノーマリ攻撃オブジェク

ト
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表62: IDP 攻撃オブジェクトについて （続き）

解説攻撃オブジェクト

複合攻撃オブジェクトは、複数のシグネチャとプロトコル ア

ノーマリの両方またはいずれかをひとつのオブジェクトに組み

合わせたものです。トラフィックと複合攻撃オブジェクトの一

致が成立するには、組み合わせたシグネチャとプロトコル ア

ノーマリの両方またはいずれかのすべてと一致する必要があり

ます。また、シグネチャやアノーマリの一致する順番も指定で

きます。複合攻撃オブジェクトで IDP ポリシー ルールの精度

を上げると、偽陽性が減り、検出精度がよくなります。複合攻

撃オブジェクトでは、その発生が IDP がトラフィックを攻撃

であるとみなされる条件となるイベントを細かく具体的に指定

できます。複合攻撃におけるさまざまな攻撃オブジェクト同士

の関係とイベントの発生順序は、And（論理積）、Or（論理和）、

Ordered and（規則配列の論理積） 演算子で定義できます。

複合攻撃オブジェクト

攻撃オブジェクト グループ

IDP には、多数の攻撃オブジェクトが定義されています。IDP ポリシーの整理や管理のために、

攻撃オブジェクトをグループに分けることができます。オブジェクト グループは、1 つ以上の

タイプの異なる攻撃オブジェクトで構成できます。Junos OS は、以下の 2 つのタイプの攻撃

グループをサポートしています。

• 静的グループ—一定数の攻撃オブジェクトからなります。

• 動的グループ—一定の一致条件を基準にした数の攻撃オブジェクトからなります。たとえば、

動的グループには、あるアプリケーションに関連したすべての攻撃を登録できます。シグネ

チャのアップデート時に、動的グループのメンバーは、そのグループの一致条件を基準とし

て自動的にアップデートされます。

IDP ルールアクションとは

Actions（アクション） 監視対象のトラフィックが、ルールで指定した攻撃オブジェクトと一

致したときに IDP で実行するアクションを指定します。

637ページの表63 は IDP ルールに指定できるアクションです。

表63: IDP ルールのアクション

定義用語

アクションを実行しません。ログを作成するトラフィックがある場合の

み、このアクションを使用します。

No Action（アクションな

し）

一致する攻撃が見つかったとき、接続の以後のトラフィックはスキャンを

行いません。個々の接続について、IDP はルールベースを無効にします。

注: このアクションは、攻撃を無視するという意味ではありません。

Ignore Connection（接続を

無視）

攻撃のパケットに DSCP（Differentiated Services code point）値を割

り当て、そのパケットは正常に次に渡します。

DSCP 値は攻撃として検出された最初のパケットには適用されません。そ

れ以後のパケットに適用されます。

Diffserv Marking（ディフ

サーブ マーキング）
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表63: IDP ルールのアクション （続き）

定義用語

攻撃オブジェクトに一致したパケットが宛先に到達する前にそのパケット

を中断します。接続は閉じません。このアクションは、UDP トラフィック

のように、スプーフィングされやすいトラフィックの攻撃のパケットを中

断するときに使用します。この場合、トラフィックの接続を中断すると

サービスが拒絶状態になり、正当なソース IP アドレスからトラフィック

を受信できなくなることがあります。

注: あらゆるアプリケーションを対象にカスタム シグネチャに定義した

非パケット コンテキストで IDP ポリシーを構成しておき、アクションに

パケットの中断を設定すると、IDP が攻撃を検出するとデコーダは

drop_packet を drop_connection に進めます。ただし、DNS プロトコル

攻撃の場合、このような処理は行われません。攻撃が見つかっても DNS

デコーダは drop_packet を drop_connection に変更しません。そのた

め、停止するのは DNS 攻撃トラフィックだけで、有効な DNS リクエスト

の処理は継続します。有効な TCP DNS リクエストに対する TCP の再送も

行われません。

Drop Packet（パケットの中

断）

現在の接続に関連付けられたすべてのパケットを中断し、現在の接続のト

ラフィックが宛先に到着するのを防ぎます。このアクションでは、スプー

フィングに脆弱性のないトラフィックの接続を中断します。

Drop Connection（接続中

断）

接続を終了して、RST パケットをクライアントに送信します。サーバーに

は送信しません。

Close Client（クライアント

を終了）

接続を終了して、RST パケットをサーバーに送信します。クライアントに

は送信しません。

Close Server（サーバーを終

了）

接続を終了して、クライアントとサーバーの両方に RST パケットを送信

します。

Close Client and Server

（クライアントとサーバーを

終了）
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表63: IDP ルールのアクション （続き）

定義用語

定義済みのすべての攻撃オブジェクトには、デフォルトのアクションが関

連付けられています。デフォルトアクションは、攻撃を検出したときに

Juniper Networks で推奨するアクションです。

注: このアクションをサポートしているのは IPS ルールベースだけで

す。

Recommended（推奨）—Juniper Networks が重大な脅威として定めたすべ

ての攻撃オブジェクトをカテゴリ別に編成したリスト。

• 攻撃タイプでは、タイプ（アノーマリまたはシグネチャ）で攻撃オブ

ジェクトをグループに分けます。タイプ内の攻撃オブジェクトは、重

大度でグループに分かれます。

• カテゴリでは、定義済みカテゴリで攻撃オブジェクトをグループに分

けます。カテゴリ内の攻撃オブジェクトは、重大度でグループに分か

れます。

• オペレーティングシステムでは、BSD、Linux、Solaris、または Windows

など、該当するオペレーティングシステムで攻撃オブジェクトをグルー

プに分けます。オペレーティングシステム内の攻撃オブジェクトは、

サービスと重大度でグループに分かれます。

• 重大度では、攻撃に割り当てた重大度で攻撃オブジェクトをグループ

に分けます。IDP の重大度には、Critical（クリティカル）、Major

（メジャー）、Minor（マイナー）、Warning（警告）、Info（情報）

という 5 つのレベルがあります。重大度内の攻撃オブジェクトは、カ

テゴリでグループに分かれます。

Recommended（推奨）

IDP ルール IP アクションとは

IP アクションは、新たな接続で同じ IP アクションを使用する接続が発生したときに適用する

アクションです。たとえば、ある 2 つのホスト間の HTTP セッションで攻撃を検出したら、以

後はその 2 つのホスト間のセッションをブロックする IP アクションをルールに構成できま

す。あるいはタイムアウト値を指定すると、指定したタイムアウト値以内に新しいセッション

を開始した場合にのみアクションを適用できます。IP アクションのデフォルトのタイムアウト

値は 0 です。この場合、IP アクションはタイムアウトになりません。

IP アクションは他のアクションと同様に、IDP に接続の停止や終了を指示します。しかし、IP

アドレスを利用すれば攻撃者の IP アドレスとの照合ができるので、時間を指定して攻撃者を

ブロックすることができます。攻撃者があなたのネットワークにすぐに再接続できなければ、

攻撃の標的をもっと簡単な相手に変えるでしょう。IP アクションをアクションやロギングと組

み合わせて、ネットワークを保護してください。

IP アクションの属性は、以下のフィールドを組み合わせたものです。

• ソース IP アドレス

• 宛先 IP アドレス

• 宛先ポート

• ソースゾーン

• プロトコル
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640ページの表64 は、IDP ルールのサポート対象 IP アクションのタイプです。

表64: IDP ルールの IP アクション

定義用語

該当するトラフィックがあってもアクションを実行しませんが、イベント

をログします。これがデフォルトです。

Notify（通知）

IP アクション ルールに該当するすべてのパケットは、どのセッションで

あっても通知なく中断します。

Drop/Block Session（セッ

ションを中断/ブロック）

現在の IP アクション ルールと一致する新しいセッションは、クライア

ントとサーバーに RST パケットを送信して終了します。

Close Session（セッション

を終了）

トラフィックが複数のルールと一致した場合は、一致したすべてのルールの中で最も厳しい IP

アクションを適用します。最も厳しい IP アクションは、Close Session（セッション終了）ア

クションであり、その次が Drop/Block Session（セッションを中断/ブロック）アクションお

よび Notify（通知）アクションとなっています。

IDP ルールの通知とは

通知は、アクションの実行時にどのように情報をログするかを定義します。すなわち、攻撃を

検出すると攻撃を選択して、攻撃情報でログ レコードを作成し、その情報をログ サーバーに

送信できます。

また通知機能を利用すれば、以下のオプションを構成して、個々のルールに対して生成された

ログについて、ログ サーバーに一定のアクションの実行を指示できます。

• Set Alerts（アラートを設定）—IDP ポリシーのルールにアラートオプションを指定します。

ルールが一致すると、ログ ビューワのアラート列に、対応するログ レコードによってアラー

トが表示されます。重要なセキュリティ イベントが発生するとアラートでセキュリティ管理

者に伝えられて、セキュリティ管理者はこれに対応できます。

• Set Severity Level（重大度の設定）—ログ サーバーのログ レコードを整理し、わかりやすく

するため、ロギングに重大度を設定します。重大度には、選択した攻撃オブジェクトのデフォ

ルト重大度の設定か、自分で作成したルールの重大度を選択できます。ルールに構成する重

大度は、継承した攻撃の重大度より優先します。重大度には以下のレベルを設定できます。

• Info（情報）—2

• Warning（警告）—3

• Minor（マイナー）—4

• Major（メジャー）—5

• Critical（クリティカル）—7

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは
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• 644ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS ルールベースとは

• 644ページのIDP IPS ルールベースとは

• 649ページのIDP 適用除外ルールベースとは

• 652ページのIDP テンプレート ルールとは

• 655ページのIDP ポリシーの DSCP ルールとは

• 708ページの定義済みの IDP ポリシー テンプレートとは

IDP ルールベース

• IDP ポリシー ルールベースとは 641ページ

• 例:IDP ルールベースにルールを挿入 641ページ

• 例:IDP ルールベースのルールの無効化と有効化 642ページ

IDP ポリシー ルールベースとは

IDP（Intrusion Detection and Prevention）ポリシーは、ルールとルールベースを集めたもの

です。ルールベースは、攻撃を見分けて防止する具体的な検出機構を実行するルールを集めて

適用順序を指定したたものです。

ルールは、ネットワーク トラフィックのどの部分を IDP システムがチェックして攻撃を探せ

ばよいかを指定して、検出機構にコンテキストを提供する命令です。ルールの条件を満たすと、

ネットワーク トラフィックに攻撃が見つかったと判断して、そのルールのアクションが実行さ

れます。IDP システムは、指定されたアクションを実行し、攻撃からネットワークを守ります。

ルールベースごとに複数のルールを登録できます。またルールをネットワーク トラフィックに

適用する順序を指定できます。ルールは希望する順序に配置してください。IDP システムの各

ルールベースは、それぞれ設定された検出方法で攻撃を判別して防御します。Junos OS は、IPS

（intrusion prevention system）ルールベースと適用除外ルールベースという 2 種類のルー

ルベースをサポートしています。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 644ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS ルールベースとは

• 644ページのIDP IPS ルールベースとは

• 649ページのIDP 適用除外ルールベースとは

• 641ページの例:IDP ルールベースにルールを挿入

• 642ページの例:IDP ルールベースにおけるルールの無効化と有効化

例:IDP ルールベースにルールを挿入

この例では、IDP ルールベースにルールを挿入する方法を説明します。
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要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• ルールベースにルールを定義します。646ページの「例: IDP IPS ルールベースのルールの定

義」を参照してください。.

概要

IDP ルール照合アルゴリズムによる照合は、ルールベースの先頭から始まります。ルールベー

ス内で指定照合条件を満たすすべてのルールと照合して、トラフィックを確認します。ネット

ワーク トラフィックに適用するルールは、必要な順序に並べることができます。ルールベース

にルールを追加するとき、追加される位置は既存のルールリストの最後になります。ルールベー

スの最後以外の位置にルールを追加するには、ルールベースの任意の位置にルールを挿入しま

す。例では、ルール R2 は、ポリシー base-policy の IDP IPS ルールベースのルール R1 の

前に追加されます。

構成

ステップごとの手順 ルールベースにルールを追加するには:

1. ルールの評価順序に従ってルールベースにおけるルールの位置を定義します。

[edit]

user@host# insert security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2 before

rule R1

2. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が正常に機能しているかどうか確認するには、show security idp status コマンドを入力し

ます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 650ページの例:IDP 適用除外ルールベースのルールの定義

• 698ページの例:アプリケーション レベル DDoS 攻撃（CLI）に対する IDP 保護の有効化

• 629ページの例:セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化

例:IDP ルールベースのルールの無効化と有効化

この例では、ルールベースのルールを有効/無効にする方法を説明します。
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要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• ルールベースにルールを定義します。646ページの「例: IDP IPS ルールベースのルールの定

義」を参照してください。.

概要

ルールベースでは、deactivate コマンドと activate コマンドで、それぞれルールを無効/有効

にできます。deactivate コマンドは、指定されたステートメントを構成からコメントアウトし

ます。無効になったルールは、commit コマンドを実行しても機能しません。activate コマンド

は、指定したステートメントを構成に戻します。有効になったルールは、次回に commit コマン

ドを実行したときに機能します。この例では、ポリシー base-policy に関連付けられた IDP

IPS ルールベースのルール R2 を無効にし、再び有効にする方法を示します。

構成

ステップごとの手順 ルールベースのルールを無効/有効にするには:

1. 無効にするルールを指定します。

[edit]

user@host# deactivate security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2

2. ルールを有効にします。

[edit]

user@host# activate security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2

3. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が正常に機能しているかどうか確認するには、show security idp status コマンドを入力し

ます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 650ページの例:IDP 適用除外ルールベースのルールの定義

• 698ページの例:アプリケーション レベル DDoS 攻撃（CLI）に対する IDP 保護の有効化

• 629ページの例:セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化
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IDP アプリケーション レベルの DDoS ルールベースとは

アプリケーション レベル DDoS ルールベースは、アプリケーション レベルの分散サービス拒

絶（DDoS）攻撃から DNS や HTTP などのサーバーを保護するパラメータを定義します。クライ

アントを攻撃クライアントであると判定するタイミングは、ノーマル サーバー アクティビティ

リクエストを元にカスタム アプリケーション メトリクスをセットアップして決定できます。

監視するトラフィックのソース一致条件は、アプリケーション レベル DDoS ルールベースで定

義します。条件が一致すると、サーバーの終了、接続中断、パケット中断、アクションなしな

ど、定義したアクションを実行します。ip-block、ip-close、ip-notify、あるいは timeout

などの IP アクションも実行できます。644ページの表65 は、アプリケーション レベル DDoS

ルールベース ルールに構成できるオプションの概要です。

表65: アプリケーション レベル DDoS ルールベース コンポーネント

定義用語

デバイスで攻撃を監視するネットワーク トラフィックを指定します。Match condition（一致条

件）

監視対象のトラフィックが、アプリケーション レベル DDoS ルールで指

定した application-ddos オブジェクトと一致したときに IDP（Intrusion

Detection and Prevention）で実行するアクションを指定します。

Action（アクション）

侵入からネットワークを保護するためにソース アドレスを暗黙的にブロッ

クします。正常なトラフィックは引き続き受け付けます。ip-block、

ip-close、ip-notify などの IP アクション オプションのどれかひとつ

をアプリケーション レベル DDoS に構成できます。

IP Action（IP アクション）

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 攻撃の概要

• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 保護の概要

• 698ページの例:アプリケーション レベル DDoS 攻撃（CLI）に対する IDP 保護の有効化

IDP IPS ルールベース

• IDP IPS ルールベースとは 644ページ

• 例:IDP IPS ルールベースのルールの定義 646ページ

IDP IPS ルールベースとは

IPS（intrusion prevention system）ルールベースは、攻撃オブジェクトで既知の攻撃や未知

の攻撃を見つけて、攻撃からネットワークを保護します。IPS ルールベースは、ステートフル
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シグネチャとプロトコル アノーマリで攻撃を検出します。645ページの表66 は、IPS ルールベー

ス ルールに構成できるオプションの概要です。

表66: IPS ルールベース コンポーネント

定義用語

デバイスで攻撃を監視するネットワーク トラフィックのタイプを指定し

ます。一致条件の詳細については、634ページの「IDP ポリシー ルールと

は」を参照してください。

Match condition（一致条

件）

監視対象のネットワーク トラフィックにおける攻撃のうち、デバイスで

抽出する攻撃。攻撃を個別に攻撃オブジェクトとして定義します。定義し

た攻撃オブジェクトは既知の攻撃パターンになります。攻撃オブジェクト

の詳細については、634ページの「IDP ポリシー ルール」を参照してくだ

さい。

Attack objects/groups（攻

撃オブジェクト/グループ）

終端ルールを指定します。終端ルールで一致が見つかると、デバイスは

セッションにおける照合作業を終了します。終端ルールの詳細について

は、652ページの「IDP ポリシー ルール」を参照してください。

Terminal flag（終端フラ

グ）

ルールに指定した攻撃オブジェクトが監視対象のトラフィックと一致した

ときに、システムで実行するアクションを指定します。攻撃に対して複数

のルールとの一致を確認した場合、その中の最も厳しいアクションが実行

されます。アクションの詳細については、634ページの「IDP ポリシー

ルールとは」を参照してください。

Action（アクション）

侵入からネットワークを保護します。正常なトラフィックは引き続き受け

入れます。ip-block、中断、終了などの IP アクション オプションのど

れかひとつをIP ルールベースに構成できます。IP アクションの詳細につ

いては、634ページの「IDP ポリシー ルール」を参照してください。

IP Action（IP アクション）

通知は、アクションの実行時にどのように情報をログするかを定義しま

す。攻撃を選択して、攻撃情報とともにログ レコードを作成し、その情

報をログ サーバーに送信できます。詳細については、634ページの「IDP

ポリシー ルールとは」を参照してください。

Notification（通知）

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 649ページのIDP 適用除外ルールベースとは

• 652ページのIDP テンプレート ルールとは

• 708ページの定義済みの IDP ポリシー テンプレートとは

• 646ページの例:IDP IPS ルールベースのルールの定義
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例:IDP IPS ルールベースのルールの定義

この例では、IDP IPS ルールベースのルールの定義方法を示します。

• 要件 646ページ

• 概要 646ページ

• 構成 646ページ

• 確認 648ページ

要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成します。114ページの「例: セキュリティ ゾーンの作成」を参照

してください。

• セキュリティ ポリシーの IDP を有効にします。629ページの「例: セキュリティ ポリシーに

おける IDP の有効化」を参照してください。

概要

各ルールを構成するのは、一致条件、オブジェクト、アクション、通知です。IDP ルールの定

義では、ソース ゾーン、宛先ゾーン、ソース IP アドレス、宛先 IP アドレス、宛先 IP アド

レスでサポートしているアプリケーション レイヤー プロトコルなどの特性で、IDP で攻撃を

監視するネットワーク トラフィックのタイプを指定してください。ルールはルールベースに定

義され、ルールベースはポリシーと関連付けられます。

この例では、ポリシー base-policy の作成方法、ポリシー base-policy のルールベースの指

定方法、このルールベースにルール R1 を追加する方法を示します。この例の、ルール R1 の

内容は以下のとおりです。

• 以前に構成したゾーン trust をソースとし、同じく以前に構成した untrust を宛先ゾーン

とするトラフィックを対象とした一致条件を指定します。この一致条件には、攻撃グループ

Critical - TELNET も含まれます。一致条件のアプリケーション設定は、default（デフォル

ト）であり、攻撃オブジェクトに構成したすべてのアプリケーションが一致します。

• ルール R1 の基準に一致するすべてのトラフィックの接続を中断するアクションを指定しま

す。

• 攻撃ロギングを有効にし、アラートフラグを攻撃ログに追加する指定にします。

• 重大度を critical（クリティカル） に指定します。

ルールを定義したら、base-policy をデバイスのアクティブポリシーに指定します。

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、IDP IPS ルールベースのルールを簡単に

定義できます。

[edit]

set security idp idp-policy base-policy
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set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 match from-zone trust to-zone

untrust source-address any destination-address any application default

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 match attacks

predefined-attack-groups "TELNET-Critical"

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 then action drop-connection

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 then notification log-attacks

alert

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 then severity critical

set security idp active-policy base-policy

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、「構成

モードによる CLI エディタの使用」を参照してください。

IDP IPS ルールベースのルールを定義するには:

1. わかりやすい名前を付けてポリシーを作成します。

[edit]

user@host# edit security idp idp-policy base-policy

2. ルールベースをポリシーと関連付けます。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# edit rulebase-ips

3. ルールベースにルールを追加します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips]

user@host# edit rule R1

4. ルールの一致基準を定義します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set match from-zone trust to-zone untrust source-address any

destination-address any application default

5. 攻撃を一致条件として定義します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set match attacks predefined-attack-groups "TELNET-Critical"

6. ルールのアクションを指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then action drop-connection

7. ルールの通知オプションとロギング オプションを指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then notification log-attacks alert

8. ルールの重大度を設定します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1]

user@host# set then severity critical

9. ポリシーを有効にします。

[edit]

user@host# set security idp active-policy base-policy
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結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。思ったような構成が

表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy base-policy {

rulebase-ips {

rule R1 {

match {

from-zone trust;

source-address any;

to-zone untrust;

destination-address any;

application default;

attacks {

predefined-attack-groups Critical-TELNET;

}

}

then {

action {

drop-connection;

}

notification {

log-attacks {

alert;

}

}

severity critical;

}

}

}

}

active-policy base-policy;

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• 構成の確認 648ページ

構成の確認

目的 IDP IPS ルールベース構成のルールが正しいことを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

• SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 644ページのIDP IPS ルールベースとは

• 629ページの例:セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化
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• 641ページの例:IDP ルールベースにルールを挿入

• 642ページの例:IDP ルールベースにおけるルールの無効化と有効化

IDP 適用除外ルールベース

• IDP 適用除外ルールベースとは 649ページ

• 例:IDP 適用除外ルールベースのルールの定義 650ページ

IDP 適用除外ルールベースとは

例のルールベースは、IPS（intrusion prevention system）ルールベースと併用して、不要な

アラームが生成されるのを防ぎます。無駄なアラームの生成を防ぐには、このルールベース中

のルールを構成して、既知の偽陽性をアラームの対象外にしたり、指定したソース、宛先、ソー

ス/宛先の組み合わせを ISP ルールとの照合の対象外にします。こうして構成した IPS ルール

ベースのルールにトラフィックが一致すると、指定アクションを実行する前に、システムは適

用除外ルールベースとそのトラフィックを照合します。適用除外ルールベースにうまくルール

を設定すると、IPS ルールベースが生成する偽陽性の数を大幅に減らすことができます。

適用除外ルールベースは以下の条件に該当する場合に構成します。

• 偽陽性や意味のないログ レコードを生成する攻撃オブジェクトが 1 つ以上ある攻撃オブジェ

クト グループを IDP ルールで使用している場合。

• IDP ルールとの照合から、特定のソース、宛先、またはソース/宛先の組み合わせを、その適

用除外にする場合。これで、IDP で無駄なアラームの生成を防ぐことができます。

注: 適用除外ルールベースを構成するときは、事前に IPS ルールベースを構成して

おいてください。

649ページの表67 は、適用除外ルールベース ルールに構成できるオプションの概要です。

表67: 適用除外ルールベースのオプション

定義用語

IPS ルールベースの場合と同じ方法で、デバイスで攻撃を監視するネット

ワーク トラフィックのタイプを指定します。ただし適用除外ルールベー

スでは、アプリケーションを構成できません。アプリケーションの設定は

つねに any になります。

Match condition（一致条

件）

監視対象ネットワーク トラフィックでデバイスの監視から除外する攻撃

オブジェクトを指定します。

Attack objects/groups（攻

撃オブジェクト/グループ）

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは
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• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 644ページのIDP IPS ルールベースとは

• 708ページの定義済みの IDP ポリシー テンプレートとは

• 650ページの例:IDP 適用除外ルールベースのルールの定義

例:IDP 適用除外ルールベースのルールの定義

この例では、IDP ルールベースのルールの定義方法を示します。

• 要件 650ページ

• 概要 650ページ

• 構成 650ページ

• 確認 652ページ

要件

作業開始前に、IDP IPS ルールベースのルールを作成してください。646ページの「例: IDP IPS

ルールベースのルールの定義」を参照してください。

概要

適用除外ルールの作成では、以下の項目を指定します。

• 適用除外になるトラフィックのソースと宛先。ソースや宛て先を Any に設定すればすべての

ソース発ネットワーク トラフィックや宛先宛てネットワーク トラフィックを適用除外にで

きます。また、source-except や destination-except を設定して、指定したソースや宛先の

アドレス以外のソースや宛先をすべて指定することもできます。

• 指定したソース アドレスや宛先アドレスについて、IDP の適用除外にしたい攻撃。適用除外

ルールには、攻撃オブジェクトを 1 つ以上設定してください。

この例では、内部ネットワークの攻撃 FTP:USER:ROOT に対して IDP ポリシーが偽陽性を作成

します。ソース IP が内部ネットワークにある場合、この攻撃に対する攻撃検出を適用除外に

するルールを構成します。

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、適用除外 IDP ルールベースのルールを

簡単に定義できます。

[edit]

set security idp idp-policy base-policy

set security idp idp-policy base-policy rulebase-exempt rule R1 match from-zone trust

to-zone any

set security idp idp-policy base-policy rulebase-exempt rule R1 match source-address

internal-devices destination-address any

set security idp idp-policy base-policy rulebase-exempt rule R1 match attacks

predefined-attacks "FTP:USER:ROOT"

set security idp active-policy base-policy
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、「構成

モードによる CLI エディタの使用」を参照してください。

適用除外 IDP ルールベースのルールを定義するには:

1. 適用除外にするルールを定義する IDP IPS ルールベースを指定します。

[edit]

user@host# edit security idp idp-policy base-policy

2. 適用除外ルールベースを、ポリシーとゾーンに関連付け、ルールベースにルールを追加し

ます。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-exempt rule R1 match from-zone trust to-zone any

3. ルールベースのソース アドレスと宛先アドレスを指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-exempt rule R1 match source-address internal-devices

destination-address any

4. 攻撃検出の適用除外にする攻撃を指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-exempt rule R1 match attacks predefined-attacks

"FTP:USER:ROOT"

5. ポリシーを有効にします。

[edit]

user@host# set security idp active-policy base-policy

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。思ったような構成が

表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy base-policy {

rulebase-exempt {

rule R1 {

match {

from-zone trust;

source-address internal-devices;

to-zone any;

destination-address any;

attacks {

predefined-attacks FTP:USER:ROOT;

}

}

}

}

active-policy base-policy;

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。
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確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• 構成の確認 652ページ

構成の確認

目的 定義したルールが IDP IPS ルールベース構成の適用除外になっていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

• SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 649ページのIDP 適用除外ルールベースとは

• 641ページの例:IDP ルールベースにルールを挿入

• 642ページの例:IDP ルールベースにおけるルールの無効化と有効化

• 629ページの例:セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化

IDP 終端ルール

• IDP テンプレート ルールとは 652ページ

• 例:ルールベースにおける終端ルールの設定 653ページ

IDP テンプレート ルールとは

IDP（Intrusion Detection and Prevention）ルール照合アルゴリズムによる照合は、ルール

ベースの先頭から始まります。ルールベース内でソース、宛先、サービスが一致するすべての

ルールと照合して、トラフィックを確認します。ルールは、終端に構成できます。このアルゴ

リズムは、終端ルールには適用されません。ソース、宛先、ゾーン、アプリケーションについ

て終端ルールとの照合で一致が見つかると、IDP は、同じソース、宛先、アプリケーションに

ついては、以後、ルールとの照合を行いません。これは、トラフィックが照合ルールの攻撃オ

ブジェクトと一致するしないに関係はありません。

終端ルールの使用目的を以下に示します。

• 同じソースと宛先で異なる攻撃に異なるアクションを設定する。

• 既知の信頼できるソースから発信されたトラフィックを無視する。通常、この種の終端ルー

ルにはアクション Noneを設定します。

• 特定の攻撃群にだけ脆弱なサーバー宛てのトラフィックを無視する。通常、この種の終端ルー

ルにはアクション Drop Connection を設定します。

終端ルールを定義するときは、以下の点に注意して定義してください。終端ルールを正しく設

定しないと、ネットワークが攻撃に無防備になります。終端ルールのソース、宛先、アプリケー

ションと一致したトラフィックは、たとえ終端ルールの攻撃オブジェクトと一致しなくても、

後続ルールとの照合は行われないので注意してください。終端ルールは、トラフィックのタイ
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プが限定できて、照合対象が特定の攻撃オブジェクト群 1 つである場合以外は使用しないでく

ださい。とくに、ソースと宛先の両方に any を使用する終端ルールには注意が必要です。終端

ルールはルールベースの最上位付近で、同じトラフィックに一致する他のルールの前に設定し

てください。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 644ページのIDP IPS ルールベースとは

• 649ページのIDP 適用除外ルールベースとは

• 653ページの例:ルールベースにおける終端ルールの設定

例:ルールベースにおける終端ルールの設定

この例では、終端ルールの構成方法を説明します。

• 要件 653ページ

• 概要 653ページ

• 構成 654ページ

• 確認 655ページ

要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• セキュリティ ポリシーの IDP アプリケーション サービスを有効にします。629ページの「例:

セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化」を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成します。114ページの「例: セキュリティ ゾーンの作成」を参照

してください。

• ルールを定義します。641ページの「例: IDP ルールベースにおけるルールの挿入」を参照し

てください。

概要

デフォルトでは、IDP ルールベースのルールは終端ルールではありません。したがって、IDP

ではルールベースのすべてのルールを調べて、すべての照合作業を行います。一方で、ルール

は終端ルールに指定できます。IDP が、終端ルールで指定したソース、宛先、サービスに一致

したトラフィックに遭遇すると、その接続ではそれ以上のルールとの照合は行われません。

この例では、終端ルールの構成方法を説明します。たとえば、トラフィックのソース IP が、

社内の既知の信頼できるネットワークの IP の場合に、ルール R2 が一致アルゴリズムを終了

する定義にしたとします。このルールが一致すると、IDP は信頼できるネットワークから発信
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されたトラフィックは無視して、そのセッションについてはマリシャス データの監視は行いま

せん。

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、終端ルールを簡単に構成できます。

[edit]

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2 match source-address internal

destination-address any

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R2 terminal

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、「構成

モードによる CLI エディタの使用」を参照してください。

終端ルールを構成するには:

1. IDP ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# edit set security idp idp-policy base-policy

2. ルールを定義し、その一致条件を設定します。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-ips rule R2 match source-address internal destination-address

any

3. ルールの終端フラグを設定します。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# set rulebase-ips rule R2 terminal

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。思ったような構成が

表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy base-policy {

rulebase-ips {

rule R2 {

match {

source-address internal;

destination-address any;

}

terminal;

}

}

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。
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確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• 構成の確認 655ページ

構成の確認

目的 終端ルールが正しく構成されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

• SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 652ページのIDP テンプレート ルールとは

• 646ページの例:IDP IPS ルールベースのルールの定義

• 629ページの例:セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化

IDP DSCP ルール

• IDP ポリシーの DSCP ルールとは 655ページ

• 例:IDP ポリシーの DSCP ルールの構成 656ページ

IDP ポリシーの DSCP ルールとは

DSCP（Differentiated Services code point ）は、IP パケット ヘッダーに定義された 6 ビッ

ト フィールドにコード化した整数値です。DSCP は、CoS（class-of-service）の優先順位を行

使するときに使用します。CoS では、デフォルトパケットの転送動作を無効にして、個々のト

ラフィック フローにサービスレベルを割り当てることができます。

DSCP 値は、IDP ポリシー ルールのアクションとして構成できます。最初に、IDP ポリシーに

一致条件を定義し、DiffServ マーキング アクションをその条件に関連付けます。DSCP 値に応

じて、動作集合分類子は転送クラスと損失優先順位を設定し、トラフィックが受け取るトラ

フィック転送処理を決定します。

IDP ポリシー ルールに一致するすべてのパケットには、その IP ヘッダーに CoS フィールド

があり、照合ポリシーで指定した DSCP 値が改めて書き込まれます。DSCP 値が異なる複数の

ルールとトラフィックが一致すると、一致した最初の IDP ルールが有効になり、その IDP ルー

ルがそのセッションのすべてのトラフィックに適用されます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 644ページのIDP IPS ルールベースとは
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• 649ページのIDP 適用除外ルールベースとは

• 656ページの例:IDP ポリシーの DSCP ルールの構成

例:IDP ポリシーの DSCP ルールの構成

この例では、IDP ポリシー内の DSCP 値の構成方法を示します。

• 要件 656ページ

• 概要 656ページ

• 構成 656ページ

• 確認 658ページ

要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• セキュリティ ポリシーの IDP アプリケーション サービスを有効にします。629ページの「例:

セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化」を参照してください。

• セキュリティ ゾーンを作成します。114ページの「例: セキュリティ ゾーンの作成」を参照

してください。

• ルールを定義します。641ページの「例: IDP ルールベースにおけるルールの挿入」を参照し

てください。

概要

IDP ポリシーで DSCP 値を構成すると、CoS 値を関連付けることができ、ネットワーク上で、

異なるタイプのトラフィックに異なる信頼性レベルを関連付けることができます。

この例では、ポリシー policy1 の作成方法、ポリシー policy1 のルールベースの指定方法、

このルールベースにルール R1 を追加する方法を示します。この例の、ルール R1 の内容は以

下のとおりです。

• 以前に構成したゾーン trust をソースとし、同じく以前に構成した untrust を宛先ゾーン

とするトラフィックを対象とした一致条件を指定します。この一致条件には、定義済みの攻

撃グループ HTTP - Critical も含まれます。一致条件のアプリケーション設定はデフォルト

に指定され、攻撃オブジェクトに構成したすべてのアプリケーションが一致します。

• ルール R1 の基準と一致するすべてのトラフィックの IP ヘッダーの CoS フィールドを DSCP

値 50 で書き直すことを指定します。

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、IDP ポリシーの DSCP 値を簡単に構成で

きます。

[edit]

set security idp idp-policy base-policy
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set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 match from-zone Zone-1 to-zone

Zone-2 source-address any destination-address any application default

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 match attacks

predefined-attack-groups "HTTP - Critical"

set security idp idp-policy base-policy rulebase-ips rule R1 then action mark-diffserv

50

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、「構成

モードによる CLI エディタの使用」を参照してください。

IDP ポリシーの DSCP ルールを構成するには:

1. わかりやすい名前を付けてポリシーを作成します。

[edit]

user@host# edit security idp idp-policy base-policy

2. ルールベースをポリシーと関連付けます。

[edit security idp idp-policy base-policy]

user@host# edit rulebase-ips

3. ルールベースにルールを追加します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips]

user@host# edit rule R1

4. ルールの一致基準を定義します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips R1]

user@host# set match from-zone trust to-zone untrust source-address any

destination-address any application default

user@host# set match attacks predefined-attack-group “HTTP - Critical”

5. ルールのアクションを指定します。

[edit security idp idp-policy base-policy rulebase-ips R1]

user@host# set then action mark-diffserv 50

6. 必要に応じて、ルールの通知オプションとロギング オプションを指定します。

7. ポリシーを有効にします。

[edit]

user@host# set security idp active-policy base-policy

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。思ったような構成が

表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy base-policy {

rulebase-ips {

rule R1 {

match {

from-zone trust;

source-address any;

to-zone untrust;
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destination-address any;

application default;

attacks {

predefined-attack-groups HTTP-Critical;

}

}

then {

action {

mark-diffserv {

50;

}

}

}

}

}

active-policy base-policy;

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• 構成の確認 658ページ

構成の確認

目的 IDP ポリシーに DSCP 値が構成されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

• SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 655ページのIDP ポリシーの DSCP ルールとは

• 629ページの例:セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化

• 646ページの例:IDP IPS ルールベースのルールの定義

IDP アプリケーションとアプリケーション セットとは

• IDP アプリケーション セットとは 658ページ

• 例:IDP アプリケーションとサービスの構成 659ページ

• 例:IDP アプリケーション セットの構成 661ページ

IDP アプリケーション セットとは

アプリケーションやサービスは、データがネットワークを移動するにつれて、どのように構造

化されるかを定義するアプリケーション レイヤー プロトコルを表します。攻撃者がそのネッ

トワークを攻撃するとき、ネットワークでサポートしているサービスを必ず使用します。した
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がって、どのサービスを宛先 IP がサポートしているかを指定することで、効率的にルールを

作成できます。Juniper Networks では、業界標準のサービスに準拠した定義済みのアプリケー

ションとアプリケーション セットを用意しています。定義済みのアプリケーションにないアプ

リケーションを追加する場合は、カスタム アプリケーションを作成するか、目的に応じて定義

済みアプリケーションを修正します。

アプリケーションやサービスは、ポリシーを適用するトラフィックのタイプに応じて指定しま

す。場合によっては、同じアプリケーションやそのサブセットが複数のポリシーに出現して管

理しにくいことがあります。そこで、Junos OS では、アプリケーション セットというアプリ

ケーション グループを作成できるようになっています。

アプリケーション セットは、別々に多くのアプリケーション エントリを管理する代わりに、

少数のアプリケーション セットを管理するプロセスです。

アプリケーション（またはアプリケーション セット）は、パケットの一致基準として構成しま

す。その際、パケットは、それに適用するポリシーで指定したアプリケーション タイプにしま

す。ポリシーで指定したアプリケーション タイプとパケットが一致し、他の基準も満たされた

場合、ポリシー アクションがそのパケットに適用されます。ここでは、定義済みのアプリケー

ションやカスタム アプリケーションを使用できます。これらのアプリケーションは、ポリシー

で参照できます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 659ページの例:IDP アプリケーションとサービスの構成

例:IDP アプリケーションとサービスの構成

この例では、アプリケーションの作成方法と、それを IDP ポリシーに関連付ける方法を説明し

ます。

• 要件 659ページ

• 概要 660ページ

• 構成 660ページ

• 確認 661ページ

要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• セキュリティ ポリシーの IDP アプリケーション サービスを有効にします。629ページの「例:

セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化」を参照してください。
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概要

カスタム アプリケーションを作成するには、アプリケーションにわかりやすい名前を付けて、

非活動タイムアウト時間、アプリケーションのプロトコル タイプなどのパラメータをアプリ

ケーションに関連付けます。この例では、cust-app という特別な FTP アプリケーションを作

成します。これは、ポート 78 で実行している IDP ポリシー ABC に一致条件として指定しま

す。非活動タイムアウトは 6000 秒で指定します。

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、簡単にアプリケーションを作成して IDP

ポリシーと関連付けることができます。

[edit]

set applications application cust-app application-protocol ftp protocol tcp destination-port

78 inactivity-timeout 6000

set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC match application cust-app

set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC then action no-action

set security idp active-policy ABC

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、「構成

モードによる CLI エディタの使用」を参照してください。

アプリケーションを作成し、それを IDP ポリシーに関連付けるには:

1. アプリケーションを作成し、プロパティを指定します。

[edit applications application cust-app]

user@host# set application-protocol ftp protocol tcp destination-port 78

inactivity-timeout 6000

2. 一致条件としてアプリケーションをポリシーに割り当てます。

[edit security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC]

user@host# set match application cust-app

3. アクションなし条件を指定します。

[edit security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC]

user@host# set then action no-action

4. ポリシーを有効にします。

[edit]

user@host# set security idp active-policy ABC

結果 構成モードで、show security idp コマンドと show applications コマンドを入力して構成を確

認します。思ったような構成が表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正して

ください。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy ABC {

rulebase-ips {

rule R1 {

match {

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.660

Junos OS セキュリティ設定ガイド



application cust-app;

}

}

}

}

active-policy ABC;

[edit]

user@host# show applications

application cust-app {

application-protocol ftp;

protocol tcp;

destination-port 78;

inactivity-timeout 6000;

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• 構成の確認 661ページ

構成の確認

目的 IDP ポリシーに DSCP 値が構成されていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

• SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 658ページのIDP アプリケーション セットとは

• 661ページの例:IDP アプリケーション セットの構成

• 629ページの例:セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化

例:IDP アプリケーション セットの構成

この例では、アプリケーション セットの作成方法と、それを IDP ポリシーに関連付ける方法

を説明します。

• 要件 661ページ

• 概要 662ページ

• 構成 662ページ

• 確認 663ページ

要件

事前準備:
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• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• セキュリティ ポリシーの IDP アプリケーション サービスを有効にします。629ページの「例:

セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化」を参照してください。

• アプリケーションを定義します。175ページの「例: IDP アプリケーションとアプリケーショ

ン セットの構成」を参照してください。

概要

アプリケーション セットを構成するには、定義済みのアプリケーションやカスタム アプリケー

ションを、アプリケーション セットとは別に追加し、わかりやすい名前をそのアプリケーショ

ン セットに指定します。アプリケーション セットに名前を付けたら、その名前をポリシーの

一部として指定します。セットに組み込んだアプリケーションのどれかとパケットが一致した

とき、パケットにこのポリシーが適用されます。

この例では、SrvAccessAppSet というアプリケーション セットを作成し、IDP ポリシー ABC

と関連付ける方法を説明します。アプリケーション セット SrvAccessAppSet は、3 つのアプ

リケーションを関連付けています。ポリシー ルールに 3 つのアプリケーションを指定するか

わりに、1 つのアプリケーション セットを指定する方法もあります。他の基準がすべて合致す

ると、アプリケーション セットのどのアプリケーションも有効な一致基準として機能します。

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、簡単にアプリケーション セットを作成

して IDP ポリシーと関連付けることができます。

[edit]

set applications application-set SrvAccessAppSet application junos-ssh

set applications application-set SrvAccessAppSet application junos-telnet

set applications application-set SrvAccessAppSet application cust-app

set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC match application SrvAccessAppSet

set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule ABC then action no-action

set security idp active-policy ABC

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、「構成

モードによる CLI エディタの使用」を参照してください。

アプリケーション セットを作成し、それを IDP ポリシーに関連付けるには:

1. Create an application set and include three applications in the set.

[edit applications application-set SrvAccessAppSet]

user@host# set application junos-ssh

user@host# set application junos-telnet

user@host# set application cust-app

2. IDP ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# edit security idp idp-policy ABC

3. IDP ポリシーに DSCP 値が構成されていることを確認します。

[edit security idp idp-policy ABC]
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user@host# set rulebase-ips rule ABC match application SrvAccessAppSet

4. ポリシーのアクションを指定します。

[edit security idp idp-policy ABC]

user@host# set rulebase-ips rule ABC then action no-action

5. ポリシーを有効にします。

[edit]

user@host# set security idp active-policy ABC

結果 構成モードで、show security idp コマンドと show applications コマンドを入力して構成を確

認します。思ったような構成が表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正して

ください。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy ABC {

rulebase-ips {

rule R1 {

match {

application SrvAccessAppSet;

}

then {

action {

no-action;

}

}

}

}

}

active-policy ABC;

[edit]

user@host# show applications

application-set SrvAccessAppSet {

application ssh;

application telnet;

application custApp;

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• 構成の確認 663ページ

構成の確認

目的 IDP ポリシーにアプリケーション セットが関連付けられていることを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。
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関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

• SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 658ページのIDP アプリケーション セットとは

• 659ページの例:IDP アプリケーションとサービスの構成

• 629ページの例:セキュリティ ポリシーにおける IDP の有効化

IDP 攻撃と攻撃オブジェクト

• カスタム攻撃オブジェクトとは 664ページ

• IDP プロトコル デコーダ 679ページ

• IDP シグネチャ ベース攻撃 682ページ

• IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃 686ページ

• 指定プロトコルに対する IDP テスト条件の使用 689ページ

カスタム攻撃オブジェクトとは

新しい攻撃が見つかったときは、それを検出するカスタム攻撃オブジェクトを作成できます。

また、ネットワーク固有の要件が生じたときは、それに合わせて定義済みの攻撃オブジェクト

をカスタマイズできます。

カスタム攻撃オブジェクトを構成するときは、あとからその攻撃オブジェクトを検索するとき、

あるいはメンテナンスに便利なように、一意の名前を指定し、概要やキーワードなどその他の

情報を指定します。

攻撃名、記述、重要度、サービス バインディングまたはアプリケーション バインディング、

時間バインディング、推奨アクション、およびプロトコル バインディングまたはポート バイ

ンディングなど、攻撃オブジェクトの定義のプロパティには、すべてのタイプの攻撃に共通の

プロパティがあります。フィールドによっては攻撃タイプに固有のものがあり、その攻撃定義

以外では利用できません。

このトピックは以下のセクションに分かれています。

• 攻撃名 665ページ

• 重大度 665ページ

• サービス バインディングとアプリケーション バインディング 665ページ

• プロトコル バインディングとポート バインディング 669ページ

• 時間バインディング 671ページ

• 攻撃プロパティ（シグネチャ攻撃） 671ページ

• 攻撃プロパティ（プロトコル アノーマリ攻撃） 677ページ

• 攻撃プロパティ (複合攻撃またはチェーン攻撃) 677ページ
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攻撃名

オブジェクトの名前を英数字で指定します。攻撃で使用するプロトコルを攻撃名に入れてもか

まいません。

重大度

ネットワークにおける攻撃の影響レベルを指定します。重大度のカテゴリは、影響レベルの軽

い方から順に、情報、警告、マイナー、メジャー、クリティカル（634ページの「IDP ポリシー

ルールとは」）となっています。クリティカル攻撃は最も危険な攻撃です。通常、クリティカ

ル攻撃があるとサーバーがクラッシュしたり、ネットワークの制御が奪われることがあります。

通知は攻撃でも最も危険性が低く、一般に、ネットワーク管理者が、担当セキュリティ システ

ムのセキュリティ ホールを発見する目的で使用します。

サービス バインディングとアプリケーション バインディング

サービス バインディング フィールドやアプリケーション バインディング フィールドでは、

攻撃がネットワークの侵入時に使用するサービスを指定します。

注: カスタム攻撃には、サービス バインディングかプロトコル バインディングの

どちらかを指定してください。両方を指定すると、サービス バインディングが優先

します。

• Any—目的のサービスがわからず、すべてのサービスとシグネチャの照合をする場合は、any

を指定します。攻撃の中には、複数のサービスを利用してネットワークを攻撃するものがあ

ります。そのような場合は、Any サービス バインディングを選択すれば、攻撃がどのサービ

スで接続しようと、その攻撃を検出できます。

• Service—ほとんどの攻撃は決まったサービスでネットワークを攻撃します。攻撃に使用され

るサービスは、サービス バインディングとして指定できます。665ページの表68 は、サポー

トしているサービスやそのサービスに関連付けられたデフォルトポートです。

表68: サービス バインディングにサポートしているサービス

デフォルトのポート解説サービス

TCP/5190AOL インスタント メッセンジャー。America Online ISP（イ

ンターネット サービス プロバイダ）は、インターネット、

チャット、およびインスタントのメッセージ サービスを提

供しています。

AIM

TCP/179境界ゲートウェイ プロトコルBGP

TCP/19、UDP/19CHARGEN（Character Generator Protocol）は、UDP ベース

または TCP ベースのデバッギング/測定ツールです。

CHARGEN

UDP/67、UDP/68DHCP（動的ホスト構成プロトコル）は、ネットワーク アド

レスを割り当てて、サーバーからホストに構成パラメータを

配信します。

DHCP
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表68: サービス バインディングにサポートしているサービス （続き）

デフォルトのポート解説サービス

TCP/9、UDP/9DISCARD プロトコルは、ポート 9 に送信した TCP データや

UDP データの廃棄プロセスを記述するアプリケーション レ

イヤー プロトコルです。

DISCARD

TCP/53、UDP/53DNS（ドメイン名システム）は、ドメイン名を IP アドレス

に変換します。

DNS

TCP/7、UDP/7エコーエコー

TCP/79、UDP/79Finger は、ユーザー情報を提供する UNIX プログラムです。Finger

TCP/21、UDP/21FTP（ファイル転送プロトコル）では、マシン間でファイル

を送受信できます。

FTP

TCP/6346Gnutella は、分散ネットワーク上で動作するパブリック ド

メインのファイル共有プロトコルです。

Gnutella

TCP/70Gopher は、インターネット サーバーのコンテンツを階層構

造のファイル リストに整理して、表示します。

Gopher

UDP/1718、UDP/1719H.225.0/RAS（登録、承認、ステータス）H225RAS

TCP/80、TCP/81、TCP/88、

TCP/3128、TCP/7001

(Weblogic)、TCP/8000、

TCP/8001、TCP/8100

(JRun)、TCP/8200

(JRun)、TCP/8080、

TCP/8888（Oracle-9i）、

TCP/9080（Websphere）、

UDP/80

HTTP（HyperText Transfer Protocol）は、WWW（World Wide

Web）が使用する基本プロトコルです。

HTTP

Internet Control Message ProtocolICMP

TCP/113IDENT（Identification Protocol）は、TCP クライアント認

証に使用される TCP/IP アプリケーション レイヤー プロト

コルです。

IDENT

UDP/500IKE は、ISAKMP で使用するために認証済みの鍵マテリアル

を取得するプロトコルです。

IKE

TCP/143、UDP/143IMAP（Internet Message Access Protocol）は、メッセージ

を取り出すときに使用するプロトコルです。

IMAP

TCP/6667IRC（Internet Relay Chat）では、インターネットに接続し

てライブの会話ができます。

IRC

TCP/389LDAP（Lightweight Directory Access Protocol）は、情報

ディレクトリのアクセスに使用するプロトコル セットです。

LDAP

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.666

Junos OS セキュリティ設定ガイド



表68: サービス バインディングにサポートしているサービス （続き）

デフォルトのポート解説サービス

TCP/515LPR（Line Printer Daemon Protocol）は、印刷サービスに

使用される TCP ベースのプロトコルです。

lpr

TCP/1863Microsoft Network Messenger は、インスタント メッセー

ジの送信やオンラインの会話のためのユーティリティです。

MSN

TCP/135、UDP/135Microsoft Remote Procedure CallMSRPC

TCP/1433、TCP/3306Microsoft SQL は、データの作成、アクセス、変更、保護を

行うことができるプロプライエタリ データベース サーバー

ツールです。

MSSQL

TCP/3306MySQL は、Linux と Windows の両方で使用できるデータベー

ス管理システムです。

MySQL

UDP/137 (NBName)、

UDP/138 (NBDS)

IBM が公開している NetBIOS データグラム サービス アプ

リケーションは、ブロードキャスト媒体に接続している PC

に、リソースを見つけ、セッションの開始と終了を行うコネ

クションレス（データグラム）アプリケーションを提供しま

す。信頼性が低く、パケットの順序は維持しません。

NBDS

TCP/2049、UDP/2049ネットワーク ファイル システムは、ネットワーク ユーザー

が、さまざまなタイプのコンピュータに保存されている共有

ファイルに UDP を介してアクセスするためのシステムです。

SUN RPC は、NFS の構築ブロックです。

NFS

TCP/119NNTP（Network News Transport Protocol）は、USENET メッ

セージを投稿、配布、検索するのに使用するプロトコルで

す。

nntp

UDP/123NTP（Network Time Protocol）は、コンピュータを時間基準

に同期するためのプロトコルです。

NTP

UDP/110、TCP/110ポスト オフィス プロトコルは、電子メールを取り出すため

のプロトコルです。

POP3

TCP/111、UDP/111インターネットのノードで実行して、プログラム番号を監視

するサーバーのネットワーク アドレスに ONC RPC プログラ

ム番号をマッピングするサービスです。

ポートマッパ

UDP/1812、UDP/1813RADIUS（Remote Authentication Dial-In User Service）

は、認証と課金に使用するサーバープログラムです。

RADIUS

TCP/512Rexecrexec

TCP/513RLOGIN は、リモート ホスト上で端末セッションを開始しま

す。

rlogin

TCP/514RSH は、リモート ホスト上でシェル コマンドを実行しま

す。

rsh
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表68: サービス バインディングにサポートしているサービス （続き）

デフォルトのポート解説サービス

TCP/554RTSP（Real-Time Streaming Protocol）は、ストリーミング

メディア アプリケーション用のプロトコルです。

rtsp

TCP/5060、UDP/5060SIP（Session Initiation Protocol）は、セッションの作

成、変更、終了用のアプリケーション レイヤー制御プロト

コルです。

SIP

TCP/139、TCP/445IP 上の SMB（Server Message Block）は、ネットワーク上

のサーバーに対してファイルの読み書きができるプロトコル

です。

SMB

TCP/25、UDP/25SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）は、サーバー間で

メッセージを送信するためのプロトコルです。

SMTP

TCP/161、UDP/161SNMP（Simple Network Management Protocol）は、複雑な

ネットワークを管理するためのプロトコルのセットです。

SNMP

TCP/162、UDP/162SNMP トラップSNMPTRAP

UDP/1434SQL モニター（Microsoft）SQLMON

TCP/22、UDP/22SSH は、強力な認証と安全な通信手段により、ネットワーク

上で安全性の保証がないチャネルを介して別のコンピュータ

にログインするプログラムです。

SSH

TCP/443、TCP/80Secure Sockets LayerSSL

UDP/514syslog は、システム ロガーにメッセージを送信する UNIX

プログラムです。

syslog

TCP/23、UDP/23Telnet は、端末ルーターと端末指向プロセス間の標準的イ

ンターフェース手段を提供する UNIX プログラムです。

Telnet

TCP/1521、TCP/1522、

TCP/1523、TCP/1524、

TCP/1525、TCP/1526、

TCP/1527、TCP/1528、

TCP/1529、TCP/1530、

TCP/2481、TCP/1810、

TCP/7778

Transparent Network SubstrateTNS

UDP/69Trivial File Transfer ProtocolTFTP

TCP/5800、TCP/5900VNC（Virtual Network Computing）では、インターネットに

接続されている別のコンピュータやモバイル デバイスの表

示や情報交換ができます。

VNC

TCP/43Network Directory Application Protocol では、ドメイン

名を調べることができます。

Whois
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表68: サービス バインディングにサポートしているサービス （続き）

デフォルトのポート解説サービス

TCP/5050Yahoo!Yahoo! メッセンジャーは、他のユーザーがオンライ

ンかどうかを調べたり、インスタント メッセージの送信や

オンラインでの会話ができるユーティリティです。

YMSG

プロトコル バインディングとポート バインディング

プロトコルやポート バインディングでは、攻撃がネットワークへの侵入に使用するプロトコル

を選択できます。ここでは、ネットワーク プロトコルの名前やプロトコル番号を指定できま

す。

注: カスタム攻撃には、サービス バインディングかプロトコル バインディングの

どちらかを指定してください。両方を指定すると、サービス バインディングが優先

します。

• IP—サポート対象ネットワーク レイヤー プロトコルをプロトコル番号で指定できます。669

ページの表69 は、各プロトコルのプロトコル番号です。

表69: サポート対象プロトコルとプロトコル番号

プロトコル番号プロトコル名

2IGMP

4IPIP

8EGP

12PUP

29TP

41IPV6

43ROUTING

44FRAGMENT

46RSVP

47GRE

50ESP

51AH

58ICMPV6
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表69: サポート対象プロトコルとプロトコル番号 （続き）

プロトコル番号プロトコル名

59NONE

60DSTOPTS

92MTP

98ENCAP

103PIM

108COMP

255RAW

• ICMP、TCP、および UDP—サービスを使用しない攻撃が、プロトコルを使用してネットワーク

を攻撃することがあります。TCP 攻撃や UDP 攻撃の中には、標準ポートでネットワークに侵

入して接続を確立するものもあります。

• RPC—RPC (リモートプロシージャコール) プロトコルは、分散処理アプリケーションがプロセ

ス間の対話をリモートで操作するときに使用します。クライアントが RPC サーバーにリモー

ト プロシージャ コールを送信すると、サーバーはリモート プログラムで応答します。リ

モート プログラムが使用するプログラム番号はそれぞれ異なります。RPC プログラムを使用

する攻撃を検出するには、サービス バインディングを RPC として構成し、RPC プログラム

ID を指定します。

670ページの表70 は、主なプロトコルのサンプル フォーマットです。

表70: プロトコルのサンプル フォーマット

解説プロトコル番号プロトコル名

プロトコル名を指定します。<Port>ICMP</Port>ICMP

ネットワーク レイヤー プロトコル番号を

指定します。

<Port>IP/protocol-number</Port>IP

RPC プログラム番号を指定します。<Port>RPC/program-number</Port>RPC

TCP プロトコルや UDP プロトコルでは、

ポートの指定は任意です。たとえば、以下

のいずれの指定方法も可能です。

• <Port>UDP</Port>

• <Port>UDP/10</Port>

• <Port>UDP/10-100</Port>

• <Port>TCP </Port>

• <Port>TCP/port </Port>

• <Port>TCP/minport-maxport

</Port>

TCP または UDP
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時間バインディング

時間バインディングでは、カスタム攻撃オブジェクトの時間属性を構成します。時間属性では、

一定の回数繰り返す攻撃を攻撃オブジェクトが識別する方法を制御します。ある攻撃の範囲と

回数を構成すれば、いくつものセッションを通じて、同じ攻撃が一定時間（1 分）続けて発生

するのを検出できます。

Scope (範囲)

1 つの攻撃が指定回数発生する範囲を指定します。

• Source（ソース）—このオプションは、宛先アドレスと関係なく、あるソース アドレスから

指定回数だけ発生する攻撃を検出します。したがって、所定の攻撃について、ソース アドレ

スからの攻撃があるたびにしきい値が設定されます。宛先アドレスは無視します。たとえば、

同じソース アドレス ip-a で、異なる宛先アドレス ip-b と ip-c の 2 つの異なる組（ip-a、

ip-b）と（ip-a、ip-c）のアノーマリを検出すると、ip-a の一致回数は 2 に増えます。しき

い値またはcount も 2 になり、シグネチャにより攻撃イベントが起動します。

• Destination（宛先）—このオプションは、ソース アドレスと関係なく、宛先アドレス宛てに

指定回数だけ送信された攻撃を検出します。すなわち、所定の攻撃について、宛先アドレス

宛ての攻撃があるたびにしきい値が設定されます。ソース アドレスは無視します。たとえ

ば、同じ宛先アドレス ip-b で、異なるソース アドレス ip-a と ip-c の 2 つの異なる組

（ip-a、ip-b）と（ip-c、ip-b）のアノーマリを検出すると、ip-b の一致回数は 2 に増えま

す。しきい値またはcount も 2 に設定されているとすると、シグネチャにより攻撃イベント

が起動します。

• Peer（ピア）—このオプションは、ソース IP アドレスと宛先 IP アドレス間で指定回数だけ

発生した攻撃を検出します。すなわち、しきい値が適用されるのはあるソース アドレスと宛

先アドレスの組み合わせだけです。たとえばソースと宛先の組み合わせ（ip-a、ip-b）と

（ip-a、ip-c）でアノーマリが検出されると、ソース アドレスは共通でも、それぞれの組み

合わせによる攻撃の設定回数は、それぞれ 1 になるだけです。

Count（回数）

回数またはしきい値は、攻撃オブジェクトが攻撃と一致したとデバイスが判定するまでに、攻

撃オブジェクトが指定範囲内で攻撃を検出しなければならない回数を指定します。攻撃オブジェ

クトを複数のポートに関連付けておいて、攻撃オブジェクトがそれら異なるポートで攻撃を検

出すると、それぞれのポートの攻撃は別々の攻撃の発生として数えられます。たとえば、攻撃

オブジェクトが TCP/80 で攻撃を検出し、次に TCP/8080 で検出すると、回数は 2 になります。

count 一致が、設定回数に達すると、その基準を満たした攻撃で攻撃回数が 1 だけ増えます。

回数サイクルの継続時間は 60 秒で、それを過ぎるとサイクルは繰り返されます。

攻撃プロパティ（シグネチャ攻撃）

シグネチャ攻撃オブジェクトはステートフル攻撃シグネチャ（攻撃の一定セクション内につね

に存在するパターン）を利用して既知の攻撃を検出します。ステートフル攻撃シグネチャには、

攻撃を実行するためのプロトコルやサービスおよび攻撃が発生するコンテキストも含まれます。

以下のプロパティはシグネチャ攻撃固有のプロパティであり、シグネチャ攻撃を構成するとき

に構成できます。
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注: 攻撃コンテキスト、フロー タイプ、方向は、シグネチャ攻撃の定義に必須の

フィールドです。

Attack Context（攻撃コンテキスト）

攻撃コンテキストは、シグネチャの場所を定義します。サービスとサービス コンテキストがわ

かっている場合は、サービスを指定し、適切なサービス コンテキストを指定してください。

サービスがわかっていても、サービス コンテキストがわからない場合は、以下の一般コンテキ

ストのどれかを指定してください。

• first-data-packet—このコンテキストを指定すると、最初のデータ パケットにある攻撃だけ

を検出します。

• first-packet—このコンテキストを指定すると、ストリームの先頭のバケットにある攻撃だけ

を検出します。攻撃オブジェクトのフロー方向が any の場合、サーバーからクライアントと

クライアントからサーバーの双方向の最初のパケットをデバイスが調べます。セッションの

先頭パケットに攻撃シグネチャが現れることがわかっている場合は、packetではなく、first

packetを選択すると、デバイスで監視するトラフィック量が少なくて済み、パフォーマンス

が向上します。

• packet—このコンテキストを指定すると、1 つのパケット内で一致する攻撃パターンを照合し

ます。このオプションを選択する場合は、サービス バインディングも指定して、サービス

ヘッダー オプションを定義してください。このような追加パラメータの指定は必須ではあり

ませんが、これらを指定することでシグネチャ攻撃オブジェクトの精度が向上し、パフォー

マンスがよくなります。

• line—このコンテキストを指定すると、ネットワーク トラフィックの特定の行でパターンの

一致を照合します。

• normalized-stream—このコンテキストを指定すると、正規化ストリームの攻撃を検出します。

正規化ストリームは、いくつかある情報送信方法のひとつです。このストリームでは、照合

前にパケット内の情報を正規化します。たとえば、www.yahoo.com/sports が

www.yahoo.com/s%70orts と同じだとします。これら両方の URL の正規化形式は、

www.yahoo.com/sports となります。完全一致パターンとの照合を行うのでなければ、stream

の代わりに normalized stream を選択してください。たとえば、www.yahoo.com/s%70orts と

の完全一致を求める場合は、stream を選択します。

• normalized-stream256—このコンテキストを指定すると、正規化ストリームの先頭 256 バイト

にある攻撃だけを検出します。

• normalized-stream1k—このコンテキストを指定すると、正規化ストリームの先頭 1024 バイト

にある攻撃だけを検出します。

• normalized-stream-8k—このコンテキストを指定すると、正規化ストリームの先頭 8192 バイ

トにある攻撃だけを検出します。

• stream—このコンテキストを指定すると、パケットを再アセンブリしてデータを抽出し、パ

ターンの一致を照合します。ただし、デバイスはストリーム コンテキストのパケット境界を

認識できないので、複数のパケットのデータは結合して処理します。このオプションは、ほ

かのコンテキストオプションに攻撃が指定されていない場合にのみ指定してください。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.672

Junos OS セキュリティ設定ガイド



• stream256—このコンテキストを指定すると、トラフィック ストリームの先頭の 256 バイトで

パケットを再アセンブリしてパターン一致の照合を行います。フローの方向を any に設定す

ると、サーバーからクライアントとクライアントからサーバーの双方向で先頭の 256 バイト

をデバイスが調べます。セッションの最初の 256 バイトに攻撃シグネチャが現れることが分

かっている場合は、stream ではなく stream256 を選択するとデバイスによる監視とキャッ

シュの対象トラフィックの量が少なくて済み、パフォーマンスが向上します。

• stream1k—このコンテキストを指定すると、トラフィック ストリームの先頭の 1024 バイトで

パケットを再アセンブリしてパターン一致の照合を行います。フローの方向を any に設定す

ると、サーバーからクライアントとクライアントからサーバーの双方向で先頭の 1024 バイ

トをデバイスが調べます。セッションの最初の 1024 バイトに攻撃シグネチャが現れること

が分かっている場合は、stream ではなく stream1024 を選択するとデバイスによる監視と

キャッシュの対象になるトラフィック量が少なくて済み、パフォーマンスが向上します。

• stream8k—このコンテキストを指定すると、トラフィック ストリームの先頭の 8192 バイトで

パケットを再アセンブリしてパターン一致の照合を行います。フローの方向を any に設定す

ると、サーバーからクライアントとクライアントからサーバーの双方向で先頭の 8192 バイ

トをデバイスが調べます。セッションの最初の 8192 バイトに攻撃シグネチャが現れること

が分かっている場合は、stream ではなく stream8192 を選択するとデバイスによる監視と

キャッシュの対象になるトラフィック量が少なくて済み、パフォーマンスが向上します。

Attack Direction（攻撃の方向）

攻撃の接続方向を指定できます。（Any ではなく）単方向を利用するとパフォーマンスが向上

し、偽陽性が減って、検出精度が良くなります。

• クライアントからサーバー (クライアントからサーバー方向のトラフィックだけから攻撃を

検出)

• サーバーからクライアント (サーバーからクライアント方向のトラフィックだけから攻撃を

検出)

• すべて (双方向から攻撃を検出)

Attack Pattern（攻撃のパターン）

攻撃パターンは検出の対象になる攻撃のシグネチャです。シグネチャとは、ある攻撃に必ず存

在するパターンです。その攻撃が存在すれば、シグネチャも存在します。攻撃パターンを作成

するには、まずパターンを検出する攻撃を解析し（コードのセグメント、URL、パケット ヘッ

ダーの値など）、そのパターンを表す構文表現を作成します。パターンはネゲートに設定する

こともできます。パターンをネゲートすると、攻撃に定義したパターンが指定パターンと一致

しない場合に攻撃が一致したことになります。

注: パターンのネゲートをサポートしているのは、パケット、行、アプリケーショ

ンのそれぞれをベースとしたコンテキストだけであり、ストリームや正規化ストリー

ムのコンテキストではサポートしていません。

Protocol-Specific Parameters（各プロトコル固有のパラメータ）

パケット ヘッダーに設定する一定の値とオプションを指定します。これらのパラメータは、プ

ロトコルごとに異なります。カスタム攻撃定義に指定できるのは、TCP、UDP、または ICMP プ
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ロトコルのどれかひとつのフィールドだけです。ただし、カスタム攻撃定義の TCP または UDP

では IP プロトコル フィールドを定義できます。

注: ヘッダー パラメータを定義できるのは、パケット コンテキストまたは先頭パ

ケット コンテキストを使用する攻撃オブジェクトだけです。行、ストリーム、スト

リーム 256、またはサービス コンテキストを指定すると、ヘッダー パラメータは

指定できません。

マリシャス パケットのオプションやフラグの設定が分からない場合は、フィールドをすべて空

白にしておけば、IDP（Intrusion Detection and Prevention）がすべてのヘッダーの内容につ

いてシグネチャの照合をしてくれます。

674ページの表71 は、IP プロトコルを使用する攻撃に設定できるフィールドとフラグです。

表71: IP Protocol Fields and Flags（IP プロトコル フィールドとフラグ）

解説フィールド

サービス タイプの値を指定します。共通のサービス タイプは次のと

おりです。

• 0000 デフォルト

• 0001 コストの最小化

• 0002 信頼性の最大化

• 0003 スループットの最大化

• 0004 遅延の最小化

• 0005 セキュリティの最大化

Type of Service（サービ

ス タイプ）

すべてのヘッダー フィールドとデータ ペイロードなど、パケット内

のバイト数を指定します。

Total Length（合計長さ）

宛先システムがフラグメント化されたパケットの再アセンブリに使用

する一意の値を指定します。

ID

パケットの TTL（time-to-live）値を 0～255 の整数値で指定します。

この値はパケットが通過できるルーターの数を表します。パケットが

ルーターを通過するたびに、TTL の値が 1 減ります。TTL 値が 0 に

なるとパケットは廃棄されます。

Time to Live（タイム ツー

リブ）

使用するプロトコルの値を指定します。Protocol（プロトコル）

攻撃デバイスのソース アドレスを入力します。Source（ソース）

攻撃対象の宛先アドレスを入力します。Destination（宛先）

このビットは使用しません。Reserved Bit（予約ビッ

ト）

このオプションを（1）に設定すると、継続フラグメントがあることに

なります。（0）に設定すると、それ以上のフラグメントがないことに

なります。

More Fragments（継続フラ

グメント）
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表71: IP Protocol Fields and Flags（IP プロトコル フィールドとフラグ） （続
き）

解説フィールド

このオプションを（1）に設定すると、送信時にパケットをフラグメン

ト化できないことを示します。

Don’t Fragment（ドント

フラグメント）

675ページの表72 は、TCP プロトコルを使用する攻撃に設定できるパケット ヘッダー フィール

ドとフラグです。

表72: TCP ヘッダー フィールドとフラグ

解説フィールド

攻撃デバイスのポート番号を指定します。Source Port（ソース ポー

ト）

攻撃対象のポート番号を指定します。Destination Port（宛先

ポート）

パケットのシーケンス番号を指定します。この番号はデータ シーケン

スの中のデータの位置を表します。

Sequence Number（シーケ

ンス番号）

パケットの ACK 番号を指定します。この番号は次のシーケンス番号を

表します。このフィールドをアクティブにするには ACK フラグを設定

する必要があります。

ACK Number（ACK 番号）

TCP ヘッダーのバイト数を指定します。Header Length（ヘッダー

長）

データ ペイロードのバイト数を指定します。SYN、ACK、および FIN

の各パケットの場合、このフィールドは空白にしてください。

Data Length（データ長）

TCP ウィンドウ サイズのバイト数を指定します。Window Size（ウィンドウ

サイズ）

緊急ポインタの値を指定します。パケット内のデータが緊急であるこ

とを示します。このフィールドをアクティブにするには URG フラグを

設定する必要があります。

Urgent Pointer（緊急ポイ

ンタ）

設定すると、緊急フラグがパケット データが緊急であることを示しま

す。

URG

設定すると、肯定応答フラグがパケットの受信を確認します。ACK

このプッシュ フラグを設定すると、レシーバーがシーケンスの残りの

パケットを待たずに現在のシーケンスの全データを (ポート番号で識

別した) 宛先アプリケーションにプッシュします。

PSH

これを設定すると、リセット フラグが TCP 接続をリセットし、既存

のシーケンスのパケットをすべて廃棄します。

RST

これを設定すると、SYN フラグが新しいセッションの要求を表します。SYN
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表72: TCP ヘッダー フィールドとフラグ （続き）

解説フィールド

これを設定すると、パケット転送が完了し、接続を終了してもよいこ

とを終了フラグが示します。

FIN

この予約ビット（1/2）は使用しません。R1

この予約ビット（2/2）は使用しません。R2

676ページの表73 は、UDP プロトコルを使用する攻撃に設定できるパケット ヘッダー フィール

ドとフラグです。

表73: UDP ヘッダー フィールドとフラグ

解説フィールド

攻撃デバイスのポート番号を指定します。Source Port（ソース ポー

ト）

攻撃対象のポート番号を指定します。Destination Port（宛先

ポート）

データ ペイロードのバイト数を指定します。Data Length（データ長）

676ページの表74 は、ICMP プロトコルを使用する攻撃に設定できるパケット ヘッダー フィー

ルドとフラグです。

表74: ICMP ヘッダー フィールドとフラグ

解説フィールド

要求パケットまたは応答パケットの機能を識別するプライマリ コード

を指定します。

ICMP Type（ICMP タイプ）

所定のタイプの要求パケットまたは応答パケットの機能を識別するセ

カンダリ コードを指定します。

ICMP Code（ICMP コード）

パケットのシーケンス番号を指定します。この番号はシーケンス内の

要求/応答パケットの位置を表します。

Sequence Number（シーケ

ンス番号）

識別番号を指定します。識別番号は、宛先システムが要求パケットと

応答パケットの関連付けに使用する一意の値です。

ICMP ID

データ ペイロードのバイト数を指定します。Data Length（データ長）

シグネチャ攻撃のサンプル定義

以下に示すのは、シグネチャ攻撃のサンプル定義です。

<Entry> <Name>sample-sig</Name> <Severity>Major</Severity> <Attacks><Attack>

<TimeBinding><Count>2</Count> <Scope>dst</Scope></TimeBinding>
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<Application>FTP</Application> <Type>signature</Type> <Context>packet</Context>

<Negate>true</Negate> <Flow>Control</Flow> <Direction>any</Direction>

<Headers><Protocol><Name>ip</Name> <Field><Name>ttl</Name>

<Match>==</Match><Value>128</Value></Field> </Protocol><Name>tcp</Name>

<Field><Name><Match>&lt;</Match> <value>1500</Value> </Field></Protocol></Headers>

</Attack></Attacks> </Entry>

攻撃プロパティ（プロトコル アノーマリ攻撃）

プロトコル アノーマリ攻撃オブジェクトは、プロトコル仕様（RFC と共通 RFC 拡張）に違反

している未知の攻撃や高度な攻撃を検出します。新しいプロトコル アノーマリは作成できませ

んが、定義済みのプロトコル アノーマリを検出したときのデバイスによる処理方法を制御する

新しい攻撃オブジェクトは構成できます。

注: サービス バインディングやアプリケーション バインディングは、プロトコル

アノーマリ攻撃の必須フィールドです。

以下のプロパティは、プロトコル アノーマリ攻撃専用のプロパティです。攻撃の方向とテスト

条件は、アノーマリ攻撃の定義を構成するときの必須フィールドです。

Attack Direction（攻撃の方向）

攻撃の方向では、攻撃の接続方向を指定できます。（Any（すべて）ではなく）単方向を利用す

るとパフォーマンスが向上し、偽陽性が減って、検出精度が良くなります。

• クライアントからサーバー (クライアントからサーバー方向のトラフィックだけから攻撃を

検出)

• サーバーからクライアント (サーバーからクライアント方向のトラフィックだけから攻撃を

検出)

• すべて (双方向から攻撃を検出)

Test Condition（テスト条件）

テスト条件は、アノーマリ攻撃を判定するための照合条件です。Juniper Networks では、定義

済みのテスト条件を用意しています。以下の例では、長すぎるメッセージが条件です。テスト

条件に定義した値よりもメッセージのサイズが長ければ、攻撃条件が一致したとみなします。

<Attacks> <Attack> <Type>anomaly</Type> ...<Test>MESSAGE_TOO_LONG</Test>

<Value>yes</Value> ...</Attack> </Attacks>

サンプル プロトコル アノーマリ攻撃の定義

以下に示すのは、サンプル シグネチャ攻撃の定義です。

<Entry> <Name>sample-anomaly</Name> <Severity>Info</Severity> <Attacks><Attack>

<TimeBinding><Count>2</Count> <Scope>peer</Scope></TimeBinding>

<Application>TCP</Application> <Type>anomaly</Type> <Test>OPTIONS_UNSUPPORTED</Test>

<Direction>any</Direction> </Attack></Attacks> </Entry>

攻撃プロパティ (複合攻撃またはチェーン攻撃)

複合攻撃オブジェクトやチェーン攻撃オブジェクトは、複数の方法で脆弱性を悪用する攻撃を

検出します。このオブジェクトは、複数のシグネチャとプロトコル アノーマリの両方またはい
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ずれか 1 つの攻撃オブジェクトに組み合わせて、トラフィックが攻撃であると判断される前

に、複合攻撃オブジェクト内の複合シグネチャとアノーマリをトラフィックに適用します。シ

グネチャやアノーマリの一致条件を組み合わせて、さらにその照合順序を決めると、デバイス

がトラフィックを攻撃であると判断するイベントの発生条件を具体的に指定できます。

複合攻撃では、メンバー (攻撃) を 2 つ以上指定してください。複合攻撃には最大 32 メン

バーを指定できます。メンバーはシグネチャとアノーマリのどちらでもかまいません。

以下のプロパティは、複合攻撃専用のプロパティです。

Scope (範囲)

範囲では、1 つのセッションや、1 つのセッションの複数のトランザクション間で、攻撃が一

致するかどうかを指定できます。指定したサービスが 1 つのセッション内の複数のトランザク

ションをサポートしている場合、1 つのセッション内で一致を照合するか、それとも 1 つの

セッション内の複数のトランザクションで一致を照合するかを指定できます。

• session は、同一セッション内でオブジェクトに対して複数の一致を照合するときに指定し

ます。

• transaction は、同一セッション内で発生する複数のトランザクションでオブジェクトの一

致を照合します。

Order（順序）

シグネチャやプロトコル アノーマリの各メンバーが指定順序で一致することが成立条件になる

複合攻撃オブジェクトを作成するには、順序指定一致を使用します。順序指定一致を使用しな

くても、すべてのメンバーの一致が複合攻撃オブジェクトの成立条件になりますが、攻撃パター

ンやプロトコル アノーマリの出現順序は問われません。

Reset（リセット）

これを設定すると、同一のセッションで攻撃が検出されるたびに新しいログが生成されます。

このフィールドを no に設定すると、攻撃は 1 回のセッションで 1 回だけログされます。

Expression（Boolean expression）（式（論理式））

論理式フィールドを使用すると、順序指定の照合機能が無効になります。論理式フィールドで

は、メンバー名やメンバー インデックス プロパティを使用します。以下の 3 つの論理演算子

には優先順位を決める括弧を使用できます。

• or—メンバー名パターンのいずれかに一致すると、式が一致したことになります。

• and—メンバー名パターンの両方に一致すると、式が一致したことになります。メンバーの出

現順序は問いません。

• oand（ordered and）—メンバー名パターンの両方に一致し、その出現順序が、論理式の指定順

序の場合に式が一致したことになります。

たとえば、s1 から s5 までのラベルが付いたシグネチャ メンバーを 5 つ作成したとします。

攻撃には必ずがパターン s1 が含まれ、その後に s2 または s3 のいずれかが出現することがわ

かっています。さらに、攻撃には s4 と s5 が必ず存在しますが、攻撃内でのそれらの出現場

所は一定しないことがあることもわかっています。この場合、作成する論理式は次のようにな

ります。((s1 oand s2) or (s1 oand s3)) and (s4 and s5)
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注: カスタム攻撃定義では、順序を指定した一致の照合と式による一致の照合が可

能です（どちらかのみ）。

Member Index（メンバー インデックス）

メンバー インデックスは、チェーン攻撃で指定します。メンバー（攻撃）を一意で見分けま

す。以下の例では、定義した式のメンバー m01 と m02 は、メンバー インデックスで見分けま

す。

<Expression>m02 AND m01</Expression> <Order>no</Order> <Reset>no</Reset> <ScopeOption/>

<Members> <Attack> <Member>m01</Member> <Type>Signature</Type>

...<Pattern><!CDATA[.*/getlatestversion]]></Pattern> <Regex/> </Attack>

<Attack><Member>m02</Member> <Type>Signature</Type>

...<Pattern><!CDATA[\[Skype\'.*]]></Pattern> <Regex/> </Attack> <Attack>

注: 式を定義するとき、すべてのメンバーにメンバー インデックスを指定してくだ

さい。

複合攻撃のサンプル定義

以下に示すのは、複合攻撃のサンプル定義です。

<Entry> <Name>sample-chain</Name> <Severity>Critical</Severity> <Attacks><Attack>

<Application>HTTP</Application> <Type>Chain</Type> <Order>yes</Order> <Reset>yes</Reset>

<Members><Attack> <Type>Signature</Type> <Context>packet</Context>

<Pattern><![CDATA[Unknown[]></Pattern> <Flow>Control</Flow> <Direction>cts</Direction>

</Attack><Attack> <Type>anomaly</Type> <Test>CHUNK_LENGTH_OVERFLOW</Test>

<Direction>any</Direction> </Attack></Members> </Attack></Attacks> </Entry>

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 712ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトとオブジェクト グループとは

• 680ページのIDP プロトコル デコーダとは

• 682ページのIDP シグネチャ ベース攻撃とは

• 686ページのIDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃とは

IDP プロトコル デコーダ

• IDP プロトコル デコーダとは 680ページ

• 例:IDP プロトコル デコーダの構成 680ページ

• マルチ IDP ディテクタのサポート 681ページ
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IDP プロトコル デコーダとは

IDP（Intrusion Detection and Prevention）はプロトコル デコーダでアノーマリの有無を調

べ、RFC 標準が満たされていることを確認します。目的は、プロトコルの完全性とプロトコル

のコンテキスト情報の確認です。アノーマリはプロトコルの一部であり、そのプロトコルの RFC

標準から逸脱している、ヘッダー、メッセージ本体、その他個々のフィールドなどです。たと

えば、SMTP の場合、SMTP MAIL TO が SMTP HELO の前にあると、それは SMTP プロトコルのア

ノーマリになります。

プロトコルのコンテキスト情報が得られる場合、プロトコル デコーダはそれらのコンテキスト

内で攻撃を探します。たとえば、SMTP の場合、user@company.com に電子メールを送信する場

合、user@company.com がコンテキスト情報であり、SMTP MAIL TO はコンテキストです。パケッ

ト全体を調べるよりも、プロトコルのコンテキスト データを利用すれば、プロトコル デコー

ダで攻撃を検出する際のパフォーマンスや精度を上げることができます。

SMTP のプロトコル デコーダ チェックと一致するルールで構成したポリシーがある場合、ルー

ルが起動し、適切なアクションが実行されます。

IDP モジュールは出荷時にプロトコル デコーダが構成済みです。これらのプロトコル デコー

ダは、それらが実行する各種のプロトコル固有コンテキスト チェック用にデフォルト設定が構

成済みです。このデフォルトをそのまま利用するか、ユーザーそれぞれのサイトのニーズに応

じて設定を調整してください。利用できるプロトコル デコーダのリストについては、以下のコ

マンドを入力します。

user@host # show security idp sensor-configuration detector protocol-name ?

現在利用できるプロトコル デコーダとそのデフォルトのコンテキスト値の詳細については、デ

バイスの /var/db/idpd/sec-download フォルダの detector-capabilities.xml ファイルを参

照してください。新しいセキュリティ パッケージをダウンロードすると、現在利用できるプロ

トコルとデフォルトのデコーダ コンテキスト値をおさめたこのファイルも入手できます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 664ページのカスタム攻撃オブジェクトとは

• 686ページのIDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃とは

• 681ページのマルチ IDP ディテクタのサポート

• 682ページのIDP シグネチャ ベース攻撃とは

• 680ページの例:IDP プロトコル デコーダの構成

例:IDP プロトコル デコーダの構成

この例では、調整可能な IDP プロトコル デコーダの構成方法を示します。

要件

作業にかかる前に、IDP プロトコル デコーダの機能を再確認してください。680ページの「IDP

プロトコル デコーダとは」を参照してください。
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概要

Junos IDP モジュールは出荷時にプロトコル デコーダが構成済みです。これらのプロトコル

デコーダには、それらが実行する各種のプロトコル固有コンテキスト チェック用にデフォルト

設定が構成済みです。このデフォルトをそのまま利用するか、ユーザーそれぞれのサイトのニー

ズに応じて設定を調整してください。この例では、FTP 用プロトコル デコーダの調整方法を示

します。

構成

ステップごとの手順 調整可能な IDP プロトコル デコーダを構成するには:

1. 調整できるパラメータがあるプロトコルのリストを表示します。

[edit]

user@host# edit security idp sensor-configuration detector protocol-name FTP

2. 目的の FTP プロトコルの調整できるパラメータを構成します。

[edit security idp sensor-configuration-detector protocol-name FTP]

user@host# set tunable-name sc_ftp_failed_logins tunable-value 4

user@host# set tunable-name sc_ftp_failed_flags tunable value 1

user@host# set tunable-name sc_ftp_line_length tunable-value 1024

user@host# set tunable-name sc_ftp_password_length tunable-value 64

user@host# set tunable-name sc_ftp_sitestring_length tunable-value 512

user@host# set tunable-name sc_ftp_username_length tunable-value 32

3. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が正常に機能しているかどうか確認するには、show security idp status コマンドを入力し

ます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 681ページのマルチ IDP ディテクタのサポート

• 682ページのIDP シグネチャ ベース攻撃とは

マルチ IDP ディテクタのサポート

お届けする新しいセキュリティ パッケージには、攻撃定義とディテクタがおさめられていま

す。セキュリティ パッケージはバージョンを問わず、組み込まれているディテクタの機能にそ

の攻撃定義は対応しています。ポリシーのエイジングがデバイスで無効になっていると（ポリ

シーのエイジング コマンドについては、Junos OS CLI リファレンスの reset-on-policy コマ

ンド参照）、同時に使用できるポリシーは 1 つだけになります。しかし、ポリシー エイジン

グが有効になっていると、ポリシーのアップデートがあっても、新しいポリシーをロードした

ときに既存のポリシーはアンロードされません。したがって、そのデバイスでは両方のポリシー

が有効になります。その場合、既存のセッションの検査はすべて既存のポリシーで行われ、新
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しいセッションの検査は新しいポリシーで行われます。古いポリシーを使用する既存のセッショ

ンが終了するか期限切れになると、古いポリシーはアンロードされます。

ポリシーをロードすると、ディテクタとの関連付けも行われます。ロード中の新しいポリシー

が、既存のポリシーが使用中のディテクタと同じディテクタに関連付けられている場合、新し

いディテクタはロードされず、両方のポリシーが関連付けられた 1 つのディテクタを使用しま

す。一方、新しいディテクタが現在のディテクタと異なる場合、新しいディテクタは新しいポ

リシーとともにロードされます。この場合、ロードされたポリシーは攻撃の検出に、関連付け

られた専用のディテクタを使用します。

なお、ロードできるディテクタは同時に最大 2 つです。（2 つ以上のポリシーによって）ディ

テクタが 2 つロードされているときに新しいポリシーのロードで新しいディテクタのロードが

必要な場合、新しいディテクタをロードするには、その前にディテクタを 1 つ以上アンロード

する必要があります。ディテクタをアンロードする前に、対応するディテクタを使用するポリ

シーもすべてアンロードされます。

現在のポリシーと対応するディテクタのバージョンは、以下のコマンドで確認できます。

user@host> show security idp status

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 680ページのIDP プロトコル デコーダとは

• 680ページの例:IDP プロトコル デコーダの構成

• 682ページのIDP シグネチャ ベース攻撃とは

IDP シグネチャ ベース攻撃

• IDP シグネチャ ベース攻撃とは 682ページ

• 例:IDP シグネチャ ベースの攻撃の構成 683ページ

IDP シグネチャ ベース攻撃とは

カスタム攻撃オブジェクトを構成するときは、あとでその攻撃オブジェクトを探すときや、メ

ンテナンスに便利なように、一意の名前を指定し、その他の情報を指定します。

攻撃名、重要度、サービス バインディングまたはアプリケーション バインディング、時間バ

インディング、およびプロトコルまたはポート バインディングなど、攻撃オブジェクトの定義

のプロパティには、すべてのタイプの攻撃に共通のプロパティがあります。フィールドによっ

ては攻撃タイプに固有のものがあり、その攻撃定義以外では利用できません。

シグネチャ攻撃オブジェクトはステートフル攻撃シグネチャ（攻撃の一定セクション内につね

に存在するパターン）を利用して既知の攻撃を検出します。ステートフル攻撃シグネチャには、

攻撃を実行するためのプロトコルやサービスおよび攻撃が発生するコンテキストも含まれます。

攻撃コンテキスト、攻撃方向、攻撃パターン、プロトコル固有パラメータ（TCP、UDP、ICMP、

または IP ）などのプロパティは、シグネチャ攻撃固有のプロパティであり、シグネチャ攻撃

を構成するときに構成できます。

シグネチャ ベースの攻撃を構成するときは、以下の点に注意してください。
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• 攻撃コンテキストと方向は、シグネチャ攻撃の定義に必須のフィールドです。

• パターンのネゲートをサポートしているのは、パケット、行、アプリケーションのそれぞれ

をベースとしたコンテキストだけであり、ストリームや正規化ストリームのコンテキストで

はサポートしていません。

• プロトコル固有のパラメータを構成するときに指定できるのは、IP、TCP、UDP、または ICMP

プロトコルのどれかひとつのフィールドだけです。

• プロトコル バインディングを構成するときに指定できるのは、IP、ICMP、TCP、UDP、RPC、

またはアプリケーションのどれかひとつだけです。

• IP—プロトコル番号は必須フィールドです。

• TCP と UDP—ポートを 1 つだけ（最小ポート）またはポートの範囲（最小ポートと最大ポー

ト）を指定できます。ポートを指定しないと、デフォルト値が設定されます（0～65535）。

• RPC—プログラム番号は必須フィールドです。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 664ページのカスタム攻撃オブジェクトとは

• 712ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトとオブジェクト グループとは

• 680ページのIDP プロトコル デコーダとは

• 683ページの例:IDP シグネチャ ベースの攻撃の構成

• 687ページの例:IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃の構成

例:IDP シグネチャ ベースの攻撃の構成

この例では、シグネチャ ベースの攻撃オブジェクトの作成方法を紹介します。

• 要件 683ページ

• 概要 683ページ

• 構成 684ページ

• 確認 686ページ

要件

作業に入る前に、ネットワーク インターフェースを構成します。セキュリティ デバイス向け

の Junos OS インターフェース構成ガイドを参照してください。

概要

この例では、sig1 というシグネチャ攻撃を作成して、それに以下のプロパティを割り当てま

す。
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• Recommended action (drop packet)（推奨アクション（パケット中断））—一致したパケット

の送信は、宛先に届く前に中断しまが、接続は切りません。

• Time binding（時間バインディング）—範囲を source で指定し、回数を 10 と指定します。

範囲が source のとき、同じソースから発信されたすべての攻撃をカウントし、攻撃回数が

指定回数（10）に達すると、攻撃をログします。この例では、同じソースを発信元とする攻

撃は 10 回目をすべてログします。

• Attack context (packet)（攻撃コンテキスト（packet））—パケット内の攻撃パターンを照

合します。

• Attack direction (any)（攻撃の方向（any））——クライアントからサーバー方向とサーバー

からクライアント方向の双方向のトラフィックで攻撃を検出します。

• Protocol (TCP)（プロトコル（TCP））—TTL 値 128 を指定します。

• Shellcode (Intel)（シェルコード（Intel））—Intel プラットフォームのシェルコードを検

出するようフラグを設定します。

• Protocol binding（プロトコル バインディング）—TCP プロトコルとポートの 50 から 100

を指定します。

シグネチャ ベースの攻撃オブジェクトを構成したら、IDP ポリシー ルールに一致基準として

攻撃を指定します。646ページの「例: IDP IPS ルールベースのルールの定義」を参照してくだ

さい。.

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、シグネチャ ベースの攻撃オブジェクト

を簡単に構成できます。

[edit]

set security idp custom-attack sig1 severity major

set security idp custom-attack sig1 recommended-action drop-packet

set security idp custom-attack sig1 time-binding scope source count 10

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature context packet

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature shellcode intel

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature protocol ip ttl value 128 match

equal

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature protocol-binding tcp minimum-port

50 maximum-port 100

set security idp custom-attack sig1 attack-type signature direction any

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、「構成

モードによる CLI エディタの使用」を参照してください。

シグネチャ攻撃オブジェクトを作成するには:

1. 攻撃名を指定します。

[edit]

user@host# edit security idp custom-attack sig1

2. 攻撃の共通プロパティを指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set severity major
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user@host# set recommended-action drop-packet

user@host# set time-binding scope source count 10

3. 攻撃タイプとコンテキストを指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature context packet

4. 攻撃の方向とシェルコード フラグを指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature shellcode intel

5. プロトコルとそのフィールドを設定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature protocol ip ttl value 128 match equal

6. プロトコル バインディングとポートを指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature protocol-binding tcp minimum-port 50 maximum-port

100

7. 方向を指定します。

[edit security idp custom-attack sig1]

user@host# set attack-type signature direction any

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。思ったような構成が

表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security idp

custom-attack sig1 {

recommended-action drop-packet;

severity major;

time-binding {

count 10;

scope source;

}

attack-type {

signature {

protocol-binding {

tcp {

minimum-port 50 maximum-port 100;

}

}

context packet;

direction any;

shellcode intel;

protocol {

ip {

ttl {

match equal;

value 128;

}

}

}
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}

}

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• 構成の確認 686ページ

構成の確認

目的 シグネチャ ベースの攻撃オブジェクトができたことを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 682ページのIDP シグネチャ ベース攻撃とは

• 664ページのカスタム攻撃オブジェクトとは

• 712ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトとオブジェクト グループとは

• 680ページのIDP プロトコル デコーダとは

• 687ページの例:IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃の構成

IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃

• IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃とは 686ページ

• 例:IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃の構成 687ページ

IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃とは

プロトコル アノーマリ攻撃オブジェクトは、プロトコル仕様（RFC と共通 RFC 拡張）に違反

している未知の攻撃や高度な攻撃を検出します。新しいプロトコル アノーマリは作成できませ

んが、デバイスが定義済みのプロトコル アノーマリを検出したときの処理方法を制御する新し

い攻撃オブジェクトは構成できます。

以下のプロパティは、プロトコル アノーマリ攻撃専用のプロパティです。

• Attack direction（攻撃の方向）

• Test condition（テスト条件）

プロトコル アノーマリ ベースの攻撃を構成するときは、以下の点に注意してください。

• サービス バインディングやアプリケーション バインディングは、プロトコル アノーマリ攻

撃の必須フィールドです。サポート対象アプリケーション以外に、サービスには、 IP、TCP、

UDP、ICMP、RPC があります。
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• 攻撃の方向とテスト条件のプロパティは、アノーマリ攻撃の定義を構成するときの必須フィー

ルドです。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 680ページのIDP プロトコル デコーダとは

• 664ページのカスタム攻撃オブジェクトとは

• 712ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトとオブジェクト グループとは

• 687ページの例:IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃の構成

例:IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃の構成

この例では、プロトコル アノーマリ ベースの攻撃オブジェクトの作成方法を紹介します。

• 要件 687ページ

• 概要 687ページ

• 構成 688ページ

• 確認 689ページ

要件

作業に入る前に、ネットワーク インターフェースを構成します。セキュリティ デバイス向け

の Junos OS インターフェース構成ガイドを参照してください。

概要

この例では、anomaly1 というプロトコル アノーマリ攻撃を作成して、それに以下のプロパティ

を割り当てます。

• Time binding（時間バインディング）—指定した回数のセッションにおけるソース IP アドレ

スと宛先 IP アドレス間のアノーマリを検出するために peer で範囲を指定し、2 で回数を

指定します。

• Severity (info)（重大度（情報））—条件と一致した攻撃に関する情報を提供します。

• Attack direction (any)（攻撃の方向（any））——クライアントからサーバー方向とサーバー

からクライアント方向の双方向のトラフィックで攻撃を検出します。

• Service (TCP)（サービス（TCP））—TCP サービスで攻撃を照合します。

• Test condition (OPTIONS_UNSUPPORTED)（テスト条件（OPTIONS_UNSUPPORTED））—定義済み

の一定の条件を照合します。この例では、攻撃にサポート対象外のオプションがある場合、

条件が一致します。

• Shellcode (sparc)（シェルコード（sparc））—フラグを Sparc プラットフォームのシェル

コードを検出する設定にします。
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プロトコル アノーマリ ベースの攻撃オブジェクトを構成したら、IDP ポリシー ルールに一致

基準として攻撃を指定します。646ページの「例: IDP IPS ルールベースのルールの定義」を参

照してください。.

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、プロトコル アノーマリ ベース攻撃オブ

ジェクトを簡単に構成できます。

[edit]

set security idp custom-attack anomaly1 severity info

set security idp custom-attack anomaly1 time-binding scope peer count 2

set security idp custom-attack anomaly1 attack-type anomaly test OPTIONS_UNSUPPORTED

set security idp custom-attack sa

set security idp custom-attack sa attack-type anomaly service TCP

set security idp custom-attack sa attack-type anomaly direction any

set security idp custom-attack sa attack-type anomaly shellcode sparc

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、「構成

モードによる CLI エディタの使用」を参照してください。

プロトコル アノーマリ ベースの攻撃オブジェクトを作成するには:

1. 攻撃名を指定します。

[edit]

user@host# edit security idp custom-attack anomaly1

2. 攻撃の共通プロパティを指定します。

[edit security idp custom-attack anomaly1]

user@host# set severity info

user@host# set time-binding scope peer count 2

3. 攻撃タイプとテスト条件を指定します。

[edit security idp custom-attack anomaly1]

user@host# set attack-type anomaly test OPTIONS_UNSUPPORTED

4. アノーマリ攻撃の他のプロパティを指定します。

[edit security idp custom-attack anomaly1]

user@host# set attack-type anomaly service TCP

user@host# set attack-type anomaly direction any

user@host# attack-type anomaly shellcode sparc

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。思ったような構成が

表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security idp

custom-attack anomaly1 {

severity info;

time-binding {

count 2;

scope peer;

}

attack-type {
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anomaly {

test OPTIONS_UNSUPPORTED;

service TCP;

direction any;

shellcode sparc;

}

}

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• 構成の確認 689ページ

構成の確認

目的 プロトコル アノーマリ ベースの攻撃オブジェクトができたことを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp status コマンドを入力します。

関連項目 Junos OS CLI リファレンス•

SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 686ページのIDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃とは

• 646ページの例:IDP IPS ルールベースのルールの定義

• 716ページの例:IDP シグネチャ データベースの手動アップデート

• 719ページの例:シグネチャ データベースの自動アップデート

指定プロトコルに対する IDP テスト条件の使用

IDP カスタム攻撃を構成するとき、プロトコルを指定してテスト条件を指定できます。ICMP の

テスト条件を指定するには:

1. ICMP でサポート対象のテスト条件の一覧を表示し、構成するテスト条件を選択します。サ

ポート対象のテスト条件は、[edit security idp custom-attack test1 attack-type anomaly]

階層レベルの CLI にあります。

user@host#set test icmp?

Possible completions:

<test> Protocol anomaly condition to be checked

ADDRESSMASK_REQUEST

DIFF_CHECKSUM_IN_RESEND

DIFF_CHECKSUM_IN_RESPONSE

DIFF_LENGTH_IN_RESEND
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2. テスト条件を構成するサービスを構成します。

user@host# set service ICMP

3. テスト条件を構成します（プロトコル名を指定する必要はありません）。

user@host# set test ADDRESSMASK_REQUEST

4. 構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 686ページのIDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃とは

• 687ページの例:IDP プロトコル アノーマリ ベース攻撃の構成

IDP の制約

SRX シリーズ デバイスや J シリーズ デバイスでは、IDP を定義するとき、以下の制約がある

ので注意してください。

• SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、アプリケーション レベル

の分散拒絶サービス（アプリケーション レベル DDoS）検出機能は、アプリケーション レベ

ル DDoS アプリケーションが異なる 2 つのルールで、同じ宛先アプリケーション サーバー

に流れるトラフィックを処理すると機能しません。アプリケーション レベル DDoS ルールを

セットアップするときは、宛先が 1 つのアプリケーション サーバーのトラフィックで複数

のルールを処理するおそれがある場合に、異なる 2 つの application-ddos オブジェクトを

持った rulebase-ddos ルールは構成しないでください基本的に、保護対象のアプリケーショ

ン サーバーはいずれも、宛先が 1 つの保護対象サーバーのトラフィックには、アプリケー

ション レベル DDoS ルールが 1 つしか適用されないように、アプリケーション レベル DDoS

ルールを構成してください。

注: アプリケーション レベル DDoS ルールは終端ルールです。つまり、1 つの

ルールで処理されたトラフィックがさらに別のルールで処理されることはありま

せん。

以下の構成オプションは省略してもかまいませんが、その場合は正常に機能しなくなります。

Application Serverapplication-ddosservicedestination-ipdestination-zonesource-zone

1.1.1.1:80http-appddos1httpanydst-1source–zone-1

1.1.1.1:80http-appddos2httpanydst-1source-zone-2

• SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 の各デバイスでは、アプリケーション レベル

DDoS ルールベース（rulebase-ddos）はポート マッピングをサポートしていません。デフォ

ルト以外のアプリケーションを構成して、そのアプリケーションが定義済みの Junos OS ア

プリケーションや、アプリケーション サービスと標準以外のポートにマップするカスタム

アプリケーションの場合、アプリケーション レベル DDoS 検出は機能しません。
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アプリケーション設定をデフォルトとして構成すると、IDP（intrusion detection and

prevention）は、標準ポートと非標準ポートで実行するアプリケーションを検出するための

アプリケーション識別を使用します。したがって、アプリケーション レベル DDoS 検出は正

しく機能しません。

• IDP セッションのサポート最大数は SRX210 デバイスで16384、SRX240 デバイスで 32768、

SRX650 デバイスで 131072 です。

• SRX シリーズ デバイスでは、All Attacks を除くすべての IDP ポリシー テンプレートをサ

ポートしています。統合モードのポリシー サイズは 100 MB が上限であり、専用モードでは

150 MB です。現在サポートしている IDP ポリシー テンプレートは動的であり、追加する攻

撃シグネチャによって異なります。したがって、サポート対象のテンプレートは最終的には

ポリシーのサイズ上限を超える場合があります。

SRX シリーズ デバイスでは、以下の IDP ポリシーをサポートしています。

• DMZ_Services

• DNS_Service

• File_Server

• Getting_Started

• IDP_Default

• 推奨

• Web_Server

• アクティブ/アクティブ シャーシ クラスタとアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタの両

方にデプロイした IDP の制約は以下のとおりです。

• フェイル オーバーまたはフェイル バックしたセッションは検査しない。

• ノード間で、IP アクション テーブルは同期しない。

• セカンダリ ノードのルーティング エンジンは、PFE（Packet Forwarding Engine）以外で

アクセスできないネットワークにアクセスできないことがある。

• ノード間で、IP アクション テーブルは同期しない。SSL セッションがセッション ID を

再利用し、セッション ID をキャッシュしたノード以外のノードでその処理が行われると、

SSL セッションは解読できず、IDP 検査のためにバイパスされる。

• アクティブ/アクティブ シャーシ クラスタにデプロイした IDP には時間バインディング範

囲ソース トラフィックの制約があり、あるソースから発信された（宛先が複数の）攻撃で、

アクティブ セッションが複数のノードに分散されると、時間バインディングのカウントが

ローカルノードを基準に行われて、その攻撃を検出できないことがあります。この種の攻撃

を検出するには、時間バインディング状態の RTO 同期が必要です。ただし、現在はサポート

していません。

注: SRX100、SRX210、SRX240、および SRX650 の各デバイスの IDP-HA は、アクティ

ブ/バックアップ モードでサポートしています。
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第23章

アプリケーション レベルの分散拒絶サービ
ス

• IDP アプリケーション レベルの DDoS 攻撃の概要 693ページ

• IDP アプリケーション レベルの DDoS 保護の概要 693ページ

• 例:アプリケーション レベル DDoS 攻撃に対する IDP 保護の有効化 698ページ

• アプリケーション レベル DDoS 統計報告とは 703ページ

• 例:アプリケーション レベル DDoS 統計報告の構成 705ページ

IDP アプリケーション レベルの DDoS 攻撃の概要

アプリケーション レベル DDoS 攻撃は、DNS サーバーや HTTP サーバーなど対象サーバーを解

読して、その正常なサービスを妨害します。そのため、アプリケーション レベル DDoS 攻撃は

マリシャス ボット クライアントから大量のアプリケーション要求を発信します。その場合、

マリシャス ボット クライアントでは IP アドレス スプーフィングが行われることがよくあり

ます。

アプリケーション レベル DDoS 攻撃は、SYN フラッドのような、レイヤー 3 やレイヤー 4 の

従来の DDoS 攻撃とは異なります。レイヤー 3 やレイヤー 4 では、アプリケーション レベル

DDoS 攻撃は、正規のトランザクションに見えることがあります。これらの攻撃に対して従来の

レイヤー 3 やレイヤー 4 の DDoS ソリューションでできることは、レート リミットを設けて

アプリケーション トランザクションを開始することだけであり、攻撃は拒絶できません。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 644ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS ルールベースとは

• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 保護の概要

• 698ページの例:アプリケーション レベル DDoS 攻撃（CLI）に対する IDP 保護の有効化

IDP アプリケーション レベルの DDoS 保護の概要

• アプリケーション レベル DDoS モジュールとは 694ページ

• アプリケーション レベル DDoS 定義とは 695ページ
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• アプリケーション レベル DDoS ルールとは 696ページ

• アプリケーション レベル DDoS IP アクションとは 697ページ

• アプリケーション レベル DDoS セッション アクションとは 698ページ

アプリケーション レベル DDoS モジュールとは

アプリケーション レベル分散サービス拒絶（アプリケーション レベル DDoS）IDP モジュール

では、アプリケーション レベルのメトリクスに従って正常なアプリケーション要求とマリシャ

ス アプリケーション要求を区別します。プリケーションレベル DDoS は、これで有害なソース

アドレスを見分けて、そこから発信された要求は中断するか、拒絶します。ユーザーが構成し

たアプリケーションしきい値を基準に、トランザクションのクライアント アプリケーションが

所定のしきい値を越えると、有害クライアント アドレスから発信されたトラフィックに session

と ip-actions が適用されます。この機能は、DNS や HTTP のアプリケーション レベル DDoS

攻撃からサーバーを保護します。

マリシャス ボット クライアントを見分けるには、指定したトラフィックを監視するポリシー

を rulebase-ddos で作成し、そのトラフィックを監視するアプリケーション レベルの DDoS

アプリケーション メトリクスとしきい値を定義します。しきい値を越えると、定義しておいた

アクションがクライアントで実行されて、アプリケーション サーバーを保護します。

IDP は、接続監視からプロトコル解析やボット クライアントの分類まで多段階の解析を実施し

て、保護対象サーバーごとに状態を維持管理します。アプリケーション レベル DDoS アプリ

ケーション定義の connection-rate-threshold を構成すれば、接続レートを監視できます。し

きい値レートを超えると、IDP はプロトコル解析に移行してコンテンツを詳しく調べ、必要に

応じてアプリケーション トランザクションの統計データを調整します。アプリケーション レ

ベル DDoS 攻撃は、ヘビー ヒッターとランダム ヒッターのいずれかに分類できます。ヘビー

ヒッターは、架空のドメイン名を繰り返し照会するなど、高速で同じアプリケーション トラン

ザクションを繰り返します。ランダム ヒッターは、要求ごとに、1 つずつ、ランダムなドメイ

ン名を照会するなど、ランダムなアプリケーション トランザクションを繰り返します。コンテ

キスト value-hit-rate-threshold はヘビー ヒッターの検出用に、またコンテキスト

hit-rate-threshold はランダム ヒッターの検出用に構成できます。どちらかのコンテキスト

しきい値を越えると、IDP は、ボット クライアントの分類段階に移行し、ユーザーが定義した

時間バインディングしきい値にもとづいて、クライアント単位でアプリケーション トランザク

ションを追跡します。正常なクライアントは同じトランザクションを繰り返さないのに対し、

マリシャス ボット クライアントは同じトランザクションを繰り返します。時間バインディン

グしきい値を越えると、構成しておいた ip-action アクションと session アクションで同じ

ボット クライアントをブロックします。

さらに、exclude-context-values では、正規表現リストを構成できます。これで、一定のコン

テキスト値をアプリケーション レベル DDoS 処理の対象から外します。この処理は、ドメイン

名 google.com などよく知られているリソースに対する要求で、頻繁にコンテキストしきい値

に達する要求に有効です。

プロトコル解析段階では、コンテキスト hit-rate-threshold とコンテキスト

value-hit-rate-threshold にデフォルトの周期 60 秒を使用します。たとえば value-hit-rate

threshold を 10,000 回に構成しておくと、60 秒間のヒット数 10,000 回を基準にしてコンテ

キスト値の監視が行われます。

また IDP では、状態トランザクションのヒステリシスで状態間のスラッシングを回避します。

状態遅れのデフォルト値には、構成してある接続しきい値とコンテキストしきい値より 20 パー
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セント低い値を使用します。たとえば、コンテキスト value-hit-rate-threshold を 10,000

回に設定すると、同じコンテキスト値で 60 秒間に 10,000 回ヒットすると IDP はプロトコル

解析からボット クライアント分類に移行します。そしてそのようなヒット回数が 60 秒間に

8000 未満のときにだけ状態遅れになります。

大事なことは、正常なクライアントとマリシャス ボット クライアントを区別することです。

したがって、application-ddos 定義に時間バインディングしきい値を構成することをおすすめ

します。ただし、時間バインディングしきい値を定義しなければ、IDP はボット クライアント

分類を実行しません。その場合、アプリケーション トランザクション数がコンテキストしきい

値を越えると、構成した ip-action アクションと session アクションが実行されます。ちな

みに、ボット クライアント分類がないと、保護対象サーバーに正常なクライアントが要求した

場合にも拒絶されるおそれがあります。

IDP では、現在のポリシーについてのみアプリケーション レベル DDoS 状態を維持します。詳

細については、681ページの「マルチ IDP ディテクタ サポートとは」のポリシー エイジング

リファレンスを参照してください。古いポリシーを使用するセッションからのトラフィックは、

アプリケーション レベル DDoS では検査しません。新しいポリシーをロードすると、保護対象

サーバーごとにアプリケーション レベル DDoS 状態を確認します。

アプリケーション レベル DDoS 定義とは

構成できる application-ddos 定義は保護対象サーバーごとに 1 つだけです。ただし、同じ

application-ddos しきい値のサーバーを複数保護する場合、destination-address と to-zone

のいずれか、あるいは両方が異なる複数のルールで同じ application-ddos 定義を使用できま

す。

695ページの表75 は、application-ddos に設定できるパラメータです。詳細については、Junos

OS CLI リファレンスガイドを参照してください。

注: アプリケーション レベルのサービス拒絶（アプリケーション レベル DDoS）検

出は、アプリケーション レベル DDoS アプリケーションが異なる 2 つのルールで

同じ宛先アプリケーション サーバー宛てのトラフィックを処理すると機能しませ

ん。アプリケーション レベル DDoS ルールをセットアップするときは、宛先が 1

つのアプリケーション サーバーのトラフィックで複数のルールを処理するおそれが

ある場合に、異なる 2 つの application-ddos オブジェクトを持った rulebase-ddos

ルールは構成しないでください。基本的に、保護対象のアプリケーション サーバー

はいずれも、宛先が 1 つの保護対象サーバーのトラフィックには、アプリケーショ

ン レベル DDoS ルールが 1 つしか適用されないように、アプリケーション レベル

DDoS ルールを構成してください。

アプリケーション レベル DDoS ルールは終端ルールです。したがって、1 つのルー

ルで処理されたトラフィックは、それ以上別のルールで処理されることはありませ

ん。

表75: アプリケーション DDoS パラメータ

解説パラメータ

DNS or HTTP など、監視対象になるアプリケーション レイヤー サービ

ス。

service service-name
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表75: アプリケーション DDoS パラメータ （続き）

解説パラメータ

アプリケーション レベル DDoS 検出の対象から除外する共通コンテキ

スト値パターンのリストを構成します。たとえば、ホーム/着信ページ

に HTTP 要求が大量に着信する Web サーバーがある場合、そのサーバー

はアプリケーション レベル DDoS 検出の対象から除外することができ

ます。

exclude-context-value

アプリケーション コンテキスト値の監視を開始する

connections-per-second しきい値。

connection-rate threshold

IDP プロトコル デコーダーがトラフィック データからアプリケーショ

ン プロトコルを構文解析して生成するアプリケーション コンテキスト

名。

context context-name

時間バインディング パラメータが構成されているときにボット クライ

アントの分類を開始するティックとティックの間（デフォルトで 60

秒）のコンテキスト ヒット数。時間バインディング パラメータが構成

されていなければ、構成したポリシー アクションが実行されます。

hit-rate-threshold

時間バインディング パラメータが構成されているときにボット クライ

アントの分類を開始するティックとティックの間（デフォルトで 60

秒）のコンテキスト値のヒット数。時間バインディング パラメータが

構成されていなければ、構成したポリシー アクションが実行されます。

value-hit-rate-threshold

監視と報告のどちらか、または両方を行う最大コンテキスト値 n。max-context-values

クライアントをマリシャス ボット クライアントに分類するための時間

バインディングの所用時間。この設定は、時間バインディング カウン

トと組み合わせて使用し、同じコンテキスト値のクライアント要求が

time-binding-period 秒間に time-binding-count 回越えると攻撃であ

ると判断します。

time-binding-period

時間バインディング時間の間に、個々のクライアントから送信されたト

ラフィックがコンテキストまたはコンテキスト値をヒットした数であっ

て、それによってマリシャス ボット クライアントであるかどうかを判

断します。

time-binding-count

アプリケーション レベル DDoS ルールとは

アプリケーション レベル DDoS ルールは 1 つ以上構成し、サーバー保護の観点から監視すべ

きトラフィックを定義します。

696ページの表76 は、application-ddos に設定できるパラメータです。

表76: アプリケーション レベル DDoS ルール パラメータ

解説パラメータ

ソース ゾーンを照合します。from-zone

ソース アドレスを照合します。source-address
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表76: アプリケーション レベル DDoS ルール パラメータ （続き）

解説パラメータ

宛先ゾーンを照合します。to-zone

宛先アドレスを照合します。destination-address

application-ddos 定義からアプリケーション サービスを選択

するにはデフォルトを選択します。

application

DDoS アプリケーションを指定します。application-ddos

アプリケーション レベル DDoS IP アクションとは

IP アクションを構成すると、確認できたボット クライアント アドレスからのセッションを指

定時間だけ中断したり、接続回数を制限することができます。

697ページの表77 は、アプリケーション レベル DDoS IP アクションの構成用パラメータです。

表77: アプリケーション レベル DDoS IP アクション パラメータ

解説パラメータ

IP アクションと一致するセッションは接続をブロックします。ip-block

IP アクションと一致するクライアント アドレスの接続があると、そのク

ライアントに RST パケットを送信して終了します。

TCP を使用しない場合は、予告なく接続を中断します。

ip-close

設定した毎秒の接続回数に従って、接続回数を制限します。このパラメー

タで、ひとつのクライアントからの攻撃回数を減らすことができます。

ip-connection-rate-limit

接続が一致してもアクションは実行しませんが、イベントをログします。ip-notify

攻撃トラフィックの宛先アドレスをもとにトラフィックを照合します。destination-address

攻撃トラフィックのソース アドレス、宛先アドレス、宛先ポート、プロ

トコルをもとにトラフィックを照合します。これがデフォルトです。

service

攻撃トラフィックのソース アドレスをもとにトラフィックを照合します。source-address

攻撃トラフィックのソース ゾーンをもとにトラフィックを照合します。source-zone

攻撃トラフィックのソース ゾーン、宛先アドレス、宛先ポート、プロト

コルをもとにトラフィックを照合します。

zone-service

ルールと一致したトラフィックに対する IP アクションに関する情報をロ

グします。

log

トラフィックが一致した時点から IP アクションが有効な秒数を指定しま

す。

timeout
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アプリケーション レベル DDoS セッション アクションとは

セッション アクションは、確認できたボット クライアントでどのようなアクションを実行す

るかを定義します。

698ページの表78 は、アクションに設定できるパラメータです。

表78: アプリケーション レベル DDoS アクション パラメータ

解説パラメータ

接続を終了して、RST パケットをサーバーに送信します。クライアントには送

信しません。

close-server

現在の接続に関連付けられたすべてのパケットを中断し、現在の接続のトラ

フィックが宛先に到着するのを防ぎます。このアクションでは、スプーフィン

グに脆弱性のないトラフィックの接続を中断します。

drop-connection

攻撃オブジェクトに一致したパケットが宛先に到達する前にそのパケットを中

断します。接続は閉じません。このアクションは、UDP トラフィックのように、

スプーフィングされやすいトラフィックの攻撃のパケットを中断するときに使

用します。この場合、トラフィックの接続を中断すると、サービスが拒絶状態

になり、正当なソース IP アドレスからトラフィックを受信できなくなること

があります。

drop-packet

アクションを実行しません。このアクションは、一部のトラフィックに対して

のみログを生成するときに使用します。

no-action

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 644ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS ルールベースとは

• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 攻撃の概要

• 698ページの例:アプリケーション レベル DDoS 攻撃（CLI）に対する IDP 保護の有効化

例:アプリケーション レベル DDoS 攻撃に対する IDP 保護の有効化

この例では、アプリケーション レベル DDoS モジュールで、アプリケーション レベル DDoS

攻撃から DNS サーバーを保護する方法を紹介します。

• 要件 698ページ

• 概要 699ページ

• 構成 700ページ

• 確認 702ページ

要件

この機能を構成するに当たり、デバイスの初期化以外には特別な構成は不要です。
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概要

DNS サーバーのアプリケーション レベル DDoS 保護を構成する前に、構成するアプリケーショ

ンしきい値の決定材料として、保護するサーバーにおける DNS 要求の平均負荷を確認しておき

ましょう。次にアプリケーションしきい値を定義します。トランザクションのクライアント ア

プリケーションがこのしきい値を越えると、有害クライアント アドレスから発信されたトラ

フィックに session と ip-actions が適用されます。

たとえば、正常時に DNS サーバーは毎秒 1000 件の要求を負荷として処理するとき、接続レー

トしきい値は正常負荷の 20% 超過（毎秒要求件数 1200）を選択します。この値は、60 秒では

60,000 トランザクションとなり、コンテキスト hit-rate-threshold の値には 20%（72,000）

を選択します。コンテキスト value-hit-rate-threshold は、照会するドメイン名が同じ要求

の最大負荷に従って選択できます。たとえば、DNS が 60 秒間で 2000 回を越えてドメイン

xyz.com の照会を受信することがあり得ない場合、コンテキスト value-hit-rate-threshold

はそれより 20% 多い 60 秒間に 2400 回に設定してください。

監視や報告については、オプションで max-context-values を 100 に設定できます。したがっ

て、最大値のとき、アクティブな DNS 照会の上位 100 件の監視と報告が行われます。この範

囲内におさまるクライアントは、高い可能性でマリシャス ボット クライアントです。ボット

クライアントが見つかると、タイムアウトを 600 秒で ip-action を ip-block に構成でき

（ボット クライアントは拒絶された宛先を 10 分間アクセスでき）、セッション アクション

は drop-packet に設定されます。

この例で、毎秒の接続回数が 1200 回を越えると IDP はプロトコルの詳細解析を開始します。

また IDP は、コンテキスト dns-type-name の照会の合計回数が 72,000 回を越えるか、同じ

照会値の要求数が 2400 を越えると、ボット クライアントの分類を開始します。

注: アプリケーション サーバーでアプリケーション レベル DDoS 攻撃が発生する

と、正常負荷や均等なピーク負荷のときよりもずっと高いトランザクション レート

に高くなります。したがって、無駄にクライアントの分類処理が行われないよう、

アプリケーション サーバーの正常なピーク時よりも高いしきい値を設定するのが賢

明です。この設定では、Juniper Networks デバイスの総合的なパフォーマンスを上

げることができますが、これはサーバーが実際に以上なトランザクション レートに

達するまではアプリケーション レベル DDoS モジュールがクライアントの分類を開

始しないためです。

注: アプリケーション レベル DDoS ルールごとに DDoS アプリケーションは 1 つ

しか定義できません。複数の DDoS アプリケーションを監視するには、新たなルー

ルを作成してください。

アプリケーション レベル DDoS ルールは終端ルールです。したがって、着信トラ

フィックをの照合は、1 つのルールだけで行います。
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構成

CLI 簡単構成 アプリケーション レベル DDoS 攻撃に対する IDP 保護の構成方法としては、以下のコマンド

をコピーして CLI にペーストするのが簡単です。

[edit]

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match

source-address any

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match to-zone

any

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match

destination-address any

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match

application default

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 match

application-ddos dns-server-1

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 then action

drop-packet

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 then ip-action

ip-block

set security idp idp-policy AppDDos-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDos-rule1 then ip-action

timeout 600

set security idp application-ddos dns-server-1 connection-rate-threshold 1200

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name hit-rate-threshold

72000

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name

value-hit-rate-threshold 2400

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name max-context-values

100

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name time-binding-count

10

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name time-binding-period

30

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name exclude-context-values

.*google.com

set security idp application-ddos dns-server-1 context dns-type-name exclude-context-values

.*yahoo.com

set security idp application-ddos dns-server-1 service dns

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、構成モー

ドによる CLI エディタの使用を参照してください。

アプリケーション レベル DDoS 攻撃に IDP 保護を構成するには:

1. トラフィックのタイプ、監視するプロトコル コンテキスト、アクションが起動するしき

い値を定義します。

[edit security idp]

user@host# set application-ddos dns-server-1

user@host# set application-ddos dns-server-1 service dns

user@host# set application-ddos dns-server-1 connection-rate-threshold 1200

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name hit-rate-threshold

72000

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name

value-hit-rate-threshold 2400
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user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name max-context-values

100

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name time-binding-count

10

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name time-binding-period

30

2. 監視対象から除外するコンテキスト値を設定します。

[edit security idp]

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name

exclude-context-values .*google.com

[edit security idp]

user@host# set application-ddos dns-server-1 context dns-type-name

exclude-context-values .*yahoo.com

3. Set the IDP policy rule for rulebase-ddos to define the source and destination

of monitored traffic.

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

source-address any

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

to-zone any

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

destination-address any

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

application default

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 match

application-ddos dns-server-1

[edit security idp]

4. アプリケーション レベル DDoS 攻撃トラフィックを検出したときに実行するアクション

を定義します。

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 then

action drop-packet

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 then

ip-action ip-block

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-1 rulebase-ddos rule AppDDoS-rule1 then

ip-action timeout 600

結果 構成モードで、show security idp コマンドと show security idp application-ddos dns-server-1

コマンドを入力して構成を確定します。思ったような構成が表示されない場合は、この例の構

成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy AppDDoS-policy-1 {

rulebase-ddos {
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rule AppDDoS-rule1 {

match {

source-address any;

to-zone any;

destination-address any;

application default;

application-ddos {

dns-server-1;

}

}

then {

action {

drop-packet;

}

ip-action {

ip-block;

timeout 600;

}

}

}

}

}

[edit]

user@host#show security idp application-ddos dns-server-1

context dns-type-name {

hit-rate-threshold 72000;

value-hit-rate-threshold 2400;

max-context-values 100;

time-binding-count 10;

time-binding-period 30;

exclude-context-values [ .*google.com .*yahoo.com ];

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• アプリケーション レベル DDoS 攻撃に対する IDP 保護の確認 702ページ

アプリケーション レベル DDoS 攻撃に対する IDP 保護の確認

目的 IDP アプリケーション レベル DDoS 機能で、保護するサーバーの基本統計値を確認します。

アクション 動作モードで、show security idp application-ddos コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 644ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS ルールベースとは

• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 攻撃の概要

• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 保護の概要
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アプリケーション レベル DDoS 統計報告とは

ネットワーク環境におけるアプリケーション レベルのサービスの拒絶 (DDoS) 分散攻撃を軽減

するには、適切なルールしきい値の設定が必要です。適切なしきい値を決めるには、ネットワー

ク統計データの解析が必要です。アプリケーション レベル DDoS 統計報告からは、接続に関す

るアプリケーション情報、コンテキストとレート、保護対象サーバーの宛先のアプリケーショ

ン要求から得たデータ レコードを集めます。これらの情報から、環境に関する効率的なルール

作成に役立つ傾向を知ることができます。

以下に示すのは、統計報告の主な機能です。

• アプリケーション要求データに関するアプリケーション レベル DDoS 統計報告機能

• 定期的な定義期間によるアプリケーション接続レートとコンテキスト レートの統計収集機能

デフォルトでは毎分 1 回スナップショットを取ります。この間隔は 1 分から 60 分の範囲

で設定できます。

• 報告ファイルは、ストレージ スペースに余裕があるルーティング エンジン（RE）のデータ

ストレージ デバイスに書き込まれます。

• ファイル サイズが 10 MB に達すると、統計報告ファイルが自動的に圧縮されます。

注: 統計報告は、ルーティング エンジン（RE）のデータ ストレージ デバイスの

ディレクトリ /var/log/addos に保存されます。報告のロギングには、空き領域が

2 GB 以上必要です。

IDP モジュールは、アプリケーション レベル DDoS レコードをポーリングし、ユーザーが定義

した間隔で現在のアクティビティのスナップショットを作成します。収集した統計レコードは、

それぞれ最大 4 KB のアプリケーション要求データ エントリ（コンテキスト値）です。収集し

た情報には、サーバー IP アドレス、ゾーン、接続、コンテキスト レート、プロトコル、レイ

ヤー 7 サービス、コンテキスト値があります。max-context-values の設定で、アプリケーショ

ン コンテキストごとに収集するレコード数が決まります。

/var/log/addos に保存される報告ファイルのファイル名は、接頭辞 addos-stats に、レコー

ド作成タイムスタンプが YYYYMMDDHHMMSS（年/月/日/時/分/秒）が続く形式です。たとえば、

addos-stats-20100501091500 は、2010 年 5 月 1 日、午前 9:15 を表します。

報告ファイルはコンマ区切り値（.csv）形式です。デバイス外にコピーして、Excel など .csv

ファイルを読み取れるプログラムで解析してください。アプリケーション レベル DDoS 統計レ

コードの個々のフィールドについては、703ページの表79 を参照してください。

表79: アプリケーション レベル DDoS 統計レコードのフィールド

解説フィールド

イベントの発生時刻。time

作成したレコードのタイプ。タイプ app-record をサポートしています。record-type

収集したデータのタイプです (addos-http-url か addos-dns)。record-data
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表79: アプリケーション レベル DDoS 統計レコードのフィールド （続き）

解説フィールド

要求したアプリケーションの IP。destination-ip

アプリケーション レベル DDoS ルールで定義して構成したアプリケーション オブジェクト

の名前。

ddos-app-name

アプリケーションによる毎秒の接続試行回数。conn/sec

アプリケーション ヘッダーのコンテキスト名。context-name

ティック間隔ごとのコンテキスト ヒット数。デフォルトのティック間隔は 60 秒です。context-hits/tick

ティック間隔ごとのコンテキスト値ヒット数。デフォルトのティック間隔は 60 秒です。context-value-hits/tick

アプリケーション コンテキスト名。context-value の報告形式は 16 進と ASCII の両方で

す。最大値は 4 K です。

context-value

以下に示す出力は、アプリケーション レベル DDoS 統計レコードです。

2010:01:16:04:23:53,app-record,my-http,5.0.0.1,trust,6,http-url-parsed,1234/60sec,1234/60sec,ascii:/abc.html

hex:2f6162632e68746d6c

2010:01:16:04:23:53,app-record,my-http,5.0.0.1,trust,6,http-url-parsed,932791/60sec,932791/60sec,ascii:/index.html

hex:2f696e6465782e68746d6c

以下のスクリーン ショットは、アプリケーション レベル DDoS 統計レコードです。

注: 不要になった統計ファイルを削除するには、オペレーショナル コマンド request

system storage cleanup を実行します。

収集した統計データで、アプリケーション レベル DDoS アクティビティの解析や、サーバーで

ヒットするアプリケーションのタイプやレートの確認ができます。通常、最初はアクションの

ないしきい値の低いルールを設定しておき、収集した統計値を解析して環境プロフィールが把

握できたら、適切な限度を設定し、攻撃に対して有効なアクションを構成すればサーバーを保

護できます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 705ページの例:アプリケーション レベル DDoS 統計報告の構成

• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 攻撃の概要

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 644ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS ルールベースとは
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例:アプリケーション レベル DDoS 統計報告の構成

この例では、ネットワーク統計データを解析するために、アプリケーション レベル DDoS 統計

報告機能を構成する方法を示します。このデータは、ネットワークにおけるアプリケーション

レベル DDoS 攻撃に対する保護を有効にするルールしきい値の設定に利用します。

要件

統計報告は、ルーティング エンジンのデータ ストレージ デバイスのディレクトリ

/var/log/addos に保存されます。報告のロギングには、空き領域が 2 GB 以上必要です。

概要

アプリケーション レベル DDoS 統計報告では、接続に関するアプリケーション情報、コンテキ

ストとレート、保護対象サーバーの宛先のアプリケーション要求から得たデータ レコードを集

めます。これらの情報から、環境に関する効率的なルール作成に役立つ傾向を知ることができ

ます。

統計値のスナップショットを取るデフォルトの間隔は毎分 1 回です。間隔は 1 分から 60 分

の範囲で設定できます。この例では、統計報告を 5 分間隔に設定します。5 分間隔では、アプ

リケーション レベル DDoS モジュールは現在のアクティビティのスナップショットを取り、

ディレクトリ /var/log/addos にコンマ区切り形式で保存します。

構成

ステップごとの手順 アプリケーション レベル DDoS 統計報告を構成するには:

1. アプリケーション レベル DDoS 統計報告を有効にします。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration application-ddos statistics interval

5

2. アプリケーション レベル DDoS 統計報告を無効にします。

[edit]

user@host# delete security idp sensor-configuration application-ddos statistics

3. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が正常に機能しているかどうか確認するには、show security idp application-statistics

コマンドを入力します。

関連項目 • SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 703ページのアプリケーション レベル DDoS 統計報告とは

• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 攻撃の概要
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• 634ページのIDP ポリシー ルールとは
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第24章

IDP シグネチャ データベース

• IDP シグネチャ データベースとは 707ページ

• 定義済みの IDP ポリシー テンプレート 708ページ

• IDP シグネチャ データベース 711ページ

• 例:ディテクタ センサー構成の追加（J-Web） 720ページ

• シグネチャ データベースの確認 721ページ

IDP シグネチャ データベースとは

シグネチャ データベースは、IDP（Intrusion Detection and Prevention）の主要コンポーネ

ントの 1 つです。シグネチャ データベースには、攻撃オブジェクト、アプリケーション シグ

ネチャ オブジェクト、サービス オブジェクトなど IDP ポリシー ルールで使用する各種オブ

ジェクトの定義が登録してあります。新たに発生する脆弱性の対策として、Juniper Networks

では攻撃データベース アップデートをおさめたファイルを、Juniper Web サイトで定期的に提

供しています。このファイルをダウンロードすれば、新しい脅威からネットワークを保護でき

ます。

IDP シグネチャ データベースは IDP 対応デバイスに保存されており、定義済みの攻撃オブジェ

クトとグループの定義が登録されています。これらの攻撃オブジェクトとグループで、ネット

ワークトラフィック内の既知の攻撃パターンとプロトコル アノーマリを検出するしくみです。

攻撃オブジェクトとグループは、IDP ポリシー ルール内の一致条件として構成できます。

注: Juniper Networks では、毎日シグネチャ データベースのアップデートを発表

しています。これをダウンロードしてインストールできるよう、IDP シグネチャデー

タベースアップデート ライセンス鍵をインストールしてください。IDP シグネチャ

ライセンス鍵には猶予期間のサポートはありません。ライセンスの詳細については、

Junos OS セキュリティ デバイス管理ガイドを参照してください。
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IDP シグネチャ データベースは以下のタスクで管理できます。

• シグネチャ データベースのアップデート—Juniper Networks Web サイトで利用できる攻撃

データベースのアップデートをダウンロードします。新しい攻撃は毎日のように見つかって

います。シグネチャ データベースは最新の状態に保ってください。

• シグネチャ データベース バージョンの確認—各シグネチャ データベースには異なるバージョ

ン番号が付いていています。最新のデータベースが一番大きな番号です。シグネチャ データ

ベースのバージョン番号は、CLI で確認できます。

• プロトコル ディテクタ エンジンのアップデート—プロトコル ディテクタ エンジンのアップ

デートは、シグネチャ データベースのダウンロードと並行してダウンロードできます。IDP

プロトコル ディテクタには、アプリケーション レイヤー プロトコル デコーダーが組み込

まれています。ディテクタは IDP ポリシーと組になっており、同時にアップデートします。

ディテクタに変更がなくても、ポリシーをアップデートするときは、ディテクタもアップデー

トしてください。

• シグネチャ データベース アップデートのスケジュール—IDP 対応デバイスは、設定した期間

後にシグネチャ データベースを自動的にアップデートするよう構成できます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 641ページのIDP ポリシー ルールベースとは

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 708ページの定義済みの IDP ポリシー テンプレートとは

• 713ページのIDP シグネチャ データベースのバージョンとは

• 646ページの例:IDP IPS ルールベースのルールの定義

• 720ページの例:ディテクタ センサー構成の追加（J-Web）

定義済みの IDP ポリシー テンプレート

• 定義済みの IDP ポリシー テンプレートとは 708ページ

• 定義済みの IDP ポリシー テンプレートのダウンロード（CLI 手順） 710ページ

定義済みの IDP ポリシー テンプレートとは

Juniper Networks ではユーザーがポリシーを作成するときの土台になる定義済みのポリシー

テンプレートを用意しています。個々のテンプレートは、ユーザーそれぞれのニーズに合わせ

てコピーしてアップデートできる具体的なルールベース タイプのルールを集めたものです。こ

れらのテンプレートは、セキュア Juniper Networks Web サイトで、templates.xml ファイルの

形で入手できます。テンプレートを使用するには、CLI からコマンドを実行してこのファイル

をダウンロードし、ディレクトリ /var/db/scripts/commit にコピーします。

それぞれのポリシー テンプレートは、攻撃オブジェクトに関連付けられたデフォルトのアク

ションを使用するルールが組み込まれています。これらのテンプレートを各ユーザーのネット
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ワークで機能させるためにカスタマイズするには、ユーザーのソース アドレスと宛先アドレス

を選択し、セキュリティ ニーズを反映した IDP アクションを選択します。

709ページの表80 は、Juniper Networks が用意している定義済みの IDP ポリシー テンプレー

トです。

表80: 定義済みの IDP ポリシー テンプレート

解説テンプレート名

代表的な非武装ゾーン（DMZ）環境を保護します。DMZ Services

ドメイン名システム（DNS）サービスを保護します。DNS Server

ネットワーク ファイル システム（NFS）、FTP、その他、ファイル共有サービスを保護します。File Server

非常に開かれたルールを用意しています。管理された研究室環境では有用ですが、実際のトラフィック

の負荷が高いネットワークではデプロイしないでください。

Getting Started

セキュリティとパフォーマンスをうまく調和した構成です。IDP Default

Juniper Networks が recommended とタグを付けた攻撃オブジェクトのみで構成されています。すべて

のルールに、対応する Actions（アクション）列があり、攻撃オブジェクトごとに推奨アクションを実

行します。

推奨

リモート攻撃から HTTP サーバーを守ります。Web Server

定義済みのポリシー テンプレートを利用するには:

1. Juniper Networks Web サイトからポリシー テンプレートをダウンロードします。

2. ポリシー テンプレートをインストールします。

3. templates.xml スクリプト ファイルを有効にします。ディレクトリ /var/db/scripts/commit

内のコミット スクリプトは、有効になっていないと無視されます。

4. 用途に適したポリシー テンプレートを選択し、必要に応じてカスタマイズします。

5. システムで実行するポリシーを起動します。ポリシーの起動には数分かかることがありま

す。コミット完了メッセージが CLI に表示されても、システムによるコンパイルは続いて

いてポリシーがデータプレーンにプッシュされていることがあります。
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注: 場合によっては、ポリシーの完了プロセスが失敗することがあります。その

場合は、構成に表示されているアクティブ ポリシーが、デバイスで実行してい

る実際のポリシーと一致していない可能性があります。show security idp status

コマンドを実行して実行しているポリシーを確認してください。さらに、IDP ロ

グ ファイルを表示すれば、ポリシーのロードと完了状態を確認できます（721ペー

ジの「シグネチャ データベースの確認」）。

6. コミット スクリプト ファイルを削除するか無効にします。コミット スクリプト ファイル

を削除しておけば、構成情報をコミットしたときにテンプレートの変更箇所が上書きされま

せん。ステートメントを無効にすると、そのステートメントにイナクティブ タグが追加さ

れ、このステートメントは構成のコメントになります。イナクティブのマークが付いたス

テートメントは、commit コマンドを実行しても機能しません。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは

• 710ページの定義済みの IDP ポリシー テンプレートのダウンロード（CLI 手順）

定義済みの IDP ポリシー テンプレートのダウンロード（CLI 手順）

作業に入る前に、ネットワーク インターフェースを構成します。セキュリティ デバイス向け

の Junos OS インターフェース構成ガイドを参照してください。

定義済みのポリシー テンプレートをダウンロードして使用するには:

1. スクリプト ファイル templates.xml をディレクトリ /var/db/idpd/sec-download/sub-download

にダウンロードします。このスクリプト ファイルには定義済みの IDP ポリシー テンプレー

トが保存されています。

user@host> request security idp security-package download policy-templates

2. templates.xml ファイルをディレクトリ /var/db/scripts/commit にコピーし、名前を

templates.xsl に変更します。

user@host> request security idp security-package install policy-templates

3. templates.xml スクリプト ファイルを有効にします。コミット時に、Junos OS 管理プロセ

ス (mgd) は、/var/db/scripts/commit ディレクトリでスクリプトを探し、そのスクリプトを

候補構成データベースに実行して、スクリプトに記述されているルールに構成が合っている

かどうかを確認します。

user@host# set system scripts commit file templates.xsl

4. 構成をコミットします。構成をコミットすると、ダウンロードしたテンプレートが Junos

OS 構成データベースに保存され、CLI の[edit security idp idp-policy] 階層レベルで使用

できます。

5. ダウンロードしたテンプレートのリストが表示されます。

user@host#set security idp active-policy ?
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Possible completions:

<active policy> Set active policy

DMZ_Services

DNS_Service

File_Server

Getting_Started

IDP_Default

Recommended

Web_Server

6. 定義されているポリシーを有効にします。以下の文は推奨定義済み IDP ポリシーをアクティ

ブ ポリシーとして指定します。

user@host# set security idp active-policy Recommended

7. コミット スクリプト ファイルを削除するか無効にします。コミット スクリプト ファイル

を削除しておけば、構成情報をコミットしたときにテンプレートの変更箇所が上書きされま

せん。以下のコマンドを 1 つ実行します。

user@host# delete system scripts commit file templates.xsl

user@host# deactivate system scripts commit file templates.xsl

8. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

9. 構成は、show security idp status コマンドで妥当性を確認できます。詳細については、

Junos OS CLI リファレンスガイドを参照してください。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 708ページの定義済みの IDP ポリシー テンプレートとは

• 646ページの例:IDP IPS ルールベースのルールの定義

• 650ページの例:IDP 適用除外ルールベースのルールの定義

IDP シグネチャ データベース

• 定義済み IDP 攻撃オブジェクトとオブジェクト グループとは 712ページ

• IDP シグネチャ データベースのバージョンとは 713ページ

• IDP シグネチャ データベースアップデートの概要 714ページ

• IDP シグネチャ データベース手動アップデートの概要 715ページ

• 例:IDP シグネチャ データベースの手動アップデート 716ページ

• 例:シグネチャ データベースの自動アップデート 719ページ
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定義済み IDP 攻撃オブジェクトとオブジェクト グループとは

Intrusion Detection and Prevention（IDP）のセキュリティパッケージには、定義済みの IDP

攻撃オブジェクトと IDP 攻撃オブジェクトグループのデータベースが組み込まれており、IDP

ポリシーで使用して既知の攻撃や未知の攻撃に対してトラフィックを照合できます。Juniper

Networks は、シグネチャパッケージを新しく発見した攻撃パターンで定期的にアップデートし

ています。

攻撃オブジェクトデータベースのアップデート内容を以下に示します。

• 既存の攻撃オブジェクトの新しい説明または重大度

• 新しい攻撃オブジェクト

• 古くなった攻撃オブジェクトの削除

このトピックは以下のセクションに分かれています。

• 定義済み攻撃オブジェクト 712ページ

• 定義済みの攻撃オブジェクト グループ 712ページ

定義済み攻撃オブジェクト

定義済みの攻撃オブジェクトがアルファベット順に並んでいます。これらの攻撃オブジェクト

には攻撃を区別できる一意のわかりやすい名前が付いています。名前の最初の部分は、その攻

撃オブジェクトが所属するグループです。次に例を示します。

• FTP:USER:ROOT—これは、FTP:USER グループに所属していることを表します。これは、root ア

カウントで FTP サーバーにログインする試みを検出します。

• HTTP:HOTMAIL:FILE-UPLOAD—これは、HTTP:HOTMAIL グループに所属しています。Web ベースの

E メール サービスホットメールで送信されてきた E メールに添付されていたファイルを検出

します。

定義済みの攻撃オブジェクト グループ

定義済みの攻撃グループリストには、以下のカテゴリの攻撃オブジェクトが表示されます。

Juniper Networks が重大な脅威だとした推奨攻撃オブジェクトのセットもリストで利用できま

す。 推奨攻撃オブジェクトは以下のカテゴリに分かれています。

表81: 定義済みの攻撃オブジェクト グループ

解説攻撃オブジェクトグループ

攻撃オブジェクトをタイプ（アノーマリまたはシグネチャ）別に分類し

ます。タイプ内の攻撃オブジェクトは、重大度でグループに分かれます。

Attack Type（攻撃のタイプ）

定義済みカテゴリで攻撃オブジェクトを分類します。カテゴリ内の攻撃

オブジェクトは、重大度でグループに分かれます。

Category（カテゴリ）

BSD、Linux、Solaris、または Windows など、該当するオペレーティン

グシステムで攻撃オブジェクトを分類します。オペレーティングシステ

ム内の攻撃オブジェクトは、サービスと重大度でグループに分かれます。

Operating System（オペレー

ティング システム）
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表81: 定義済みの攻撃オブジェクト グループ （続き）

解説攻撃オブジェクトグループ

重大度では、攻撃に割り当てた重大度で攻撃オブジェクトを分類します。

IDP の重大度には、Critical（クリティカル）、Major（メジャー）、

Minor（マイナー）、Warning（警告）、Info（情報）という 5 つのレベ

ルがあります。重大度内の攻撃オブジェクトは、カテゴリでグループに

分かれます。

Severity（重大度）

一般的名 Web サービスで攻撃オブジェクトを分類します。サービスは重

大度の Warning（警告）、Critical（クリティカル）、Major（メ

ジャー）、Minor（マイナー）、Info（情報）に分かれています。

Web Services（Web サービ

ス）

パフォーマンス レベルで攻撃オブジェクトを分類します。一定のレベル

以上で IDP パフォーマンスに影響を与える攻撃オブジェクトをそのカテ

ゴリに分類します。

Miscellaneous（その他）

サーバーからクライアント方向に流れるトラフィックで攻撃オブジェク

トを分類します。

Response（応答）

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは

• 714ページのIDP シグネチャ データベースアップデートの概要

• 715ページのIDP シグネチャ データベース手動アップデートの概要

• 716ページの例:IDP シグネチャ データベースの手動アップデート

• 719ページの例:シグネチャ データベースの自動アップデート

• 646ページの例:IDP IPS ルールベースのルールの定義

• 650ページの例:IDP 適用除外ルールベースのルールの定義

IDP シグネチャ データベースのバージョンとは

シグネチャ データベース サーバーに対する新しい攻撃オブジェクトの追加は、頻繁に行われ

ています。最新の脅威に対してネットワークを確実に防御するためには、これらのアップデー

トをダウンロードし、管理対象のデバイスにインストールすれことが大事です。新しい攻撃オ

ブジェクトをシグネチャ データベース サーバーに追加すると、データベースのバージョン番

号が最新のデータベース バージョン番号に更新されます。シグネチャ データベースごとに番

号の最新のバージョン番号が与えられます。

シグネチャ データベースをアップデートすると、シグネチャ データベース アップデート ク

ライアントが Juniper Networks Web サイトに接続し、HTTPS 接続でそのアップデートを入手

します。既存のシグネチャ データベースと最新のシグネチャ データベースのこのアップデー

トの違いは、各シグネチャ データベースに割り当てられたバージョン番号で計算します。——

アップデートをダウンロードすると、アップデートされた情報は、既存のシグネチャ データ

ベースにマージされ、バージョン番号は最新のシグネチャ データベースの番号に設定されま

す。
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関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 712ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトとオブジェクト グループとは

• 714ページのIDP シグネチャ データベースアップデートの概要

• 715ページのIDP シグネチャ データベース手動アップデートの概要

• 716ページの例:IDP シグネチャ データベースの手動アップデート

• 719ページの例:シグネチャ データベースの自動アップデート

IDP シグネチャ データベースアップデートの概要

Juniper Networks は、定義済みの攻撃データベースを定期的にアップデートしています。これ

らの攻撃データベースのアップデートは Juniper Networks のウェブサイトから入手できます。

このデータベースには、IDP（Intrusion Detection and Prevention）ポリシーでトラフィック

を既知の攻撃と照合するときに使用する攻撃オブジェクト グループが登録されています。定義

済み攻撃オブジェクトの作成、編集、削除はできませんが、IDP ポリシーで使用できる攻撃オ

ブジェクトのリストは CLI でアップデートできます。

シグネチャ データベースをアップデートするには、Juniper Networks Web サイトからセキュ

リティ パッケージをダウンロードしてください。セキュリティ パッケージは、以下の IDP コ

ンポーネントで構成されます。

• 攻撃オブジェクト

• 攻撃オブジェクト グループ

• アプリケーション オブジェクト

• IDP ディテクタ エンジンのアップデート

• IDP ポリシー テンプレート（ポリシー テンプレートは別途ダウンロードします。708ページ

の「定義済み IDP ポリシー テンプレートとは」を参照してください）。

デフォルトで、セキュリティ パッケージをダウンロードすると、攻撃オブジェクト グループ

テーブルとアプリケーション オブジェクト テーブルの最新バージョン一式、IDP ディテクタ

エンジンのアップデートなどのコンポーネントもデバイスの Staging フォルダにダウンロード

されます。一般に攻撃オブジェクト テーブルはサイズが大きいので、システムはデフォルトで

攻撃オブジェクト テーブルのアップデートのみをダウンロードします。ただし、full-update

構成オプションを利用すれば、攻撃オブジェクト テーブルを一式ダウンロードできます。

セキュリティ パッケージをダウンロードしたら、パッケージをインストールして、Staging

フォルダからデバイスに新しくダウンロードしたアップデートでセキュリティ データベースを

アップデートしてください。

セキュリティ パッケージをインストールして構成をコミットすると、（アクティブ ポリシー

だけでなく）すべてのポリシーの構文チェックが行われます。このチェックはコミット チェッ

クと同じです。ダウンロードした新しいシグネチャ データベースから既存ポリシーに構成され

た攻撃を削除すると、コミット チェックが失敗します。IDP シグネチャ データベースをアッ

プデートしても、ポリシーに構成された攻撃は自動的にはアップデートされません。たとえば、

システムのシグネチャ データベース バージョン 1200 で利用できる攻撃 FTP:USER:ROOT を組
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み込んだポリシーを構成する場合を考えてみましょう。次にシグネチャ データベース バージョ

ン 1201 をダウンロードして、そこには FTP:USER:ROOT はないとします。ポリシーに構成して

いた攻撃は、新しくダウンロードしたデータベースにはないので、CLI のコミット チェックは

失敗します。構成を正常にコミットするには、現在のポリシー構成から攻撃（FTP:USER:ROOT）

を削除しておきます。

注意: 何らかの理由で新しい IDP ポリシーの読み込みが失敗すると、IDP シグネ

チャのアップデートは失敗します。新しい IDP ポリシーの読み込みが失敗すると、

最新の既知の正常な IDP ポリシーが読み込まれます。新しいポリシーに関する問題

が解決され、新しい有効なポリシーがアクティブになると、シグネチャのアップデー

トは正常に機能します。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは

• 712ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトとオブジェクト グループとは

• 713ページのIDP シグネチャ データベースのバージョンとは

• 715ページのIDP シグネチャ データベース手動アップデートの概要

• 716ページの例:IDP シグネチャ データベースの手動アップデート

• 719ページの例:シグネチャ データベースの自動アップデート

IDP シグネチャ データベース手動アップデートの概要

Juniper Networks は、定義済みの攻撃データベースを定期的にアップデートしています。これ

らの攻撃データベースのアップデートは Juniper Networks のウェブサイトから入手できます。

このデータベースには、IDP（Intrusion Detection and Prevention）ポリシーでトラフィック

を既知の攻撃と照合するときに使用する攻撃オブジェクト グループが登録されています。定義

済み攻撃オブジェクトの作成、編集、削除はできませんが、IDP ポリシーで使用できる攻撃オ

ブジェクトのリストは CLI でアップデートできます。セキュリティ パッケージをダウンロー

ドしたら、パッケージをインストールして、Staging フォルダからデバイスに新しくダウンロー

ドしたアップデートでセキュリティ データベースをアップデートしてください。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは

• 712ページの定義済み IDP 攻撃オブジェクトとオブジェクト グループとは

• 713ページのIDP シグネチャ データベースのバージョンとは

• 714ページのIDP シグネチャ データベースアップデートの概要

• 716ページの例:IDP シグネチャ データベースの手動アップデート

• 719ページの例:シグネチャ データベースの自動アップデート
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例:IDP シグネチャ データベースの手動アップデート

この例では、IDP シグネチャ データベースを手動でアップデートする方法を示します。

• 要件 716ページ

• 概要 716ページ

• 構成 716ページ

• 確認 718ページ

要件

作業に入る前に、ネットワーク インターフェースを構成します。セキュリティ デバイス向け

の Junos OS インターフェース構成ガイドを参照してください。

概要

Juniper Networks は、定義済みの攻撃データベースを定期的にアップデートしています。これ

らの攻撃データベースのアップデートは Juniper Networks のウェブサイトからセキュリティ

パッケージとして入手できます。これらのデータベースには、IDP ポリシーでトラフィックを

既知の攻撃と照合するときに使用する攻撃オブジェクトと攻撃オブジェクト グループが保存さ

れています。

この例では、攻撃オブジェクトと攻撃オブジェクト グループ一式とともにセキュリティ パッ

ケージをダウンロードできます。インストールが完了すると、攻撃オブジェクトと攻撃オブジェ

クト グループは、[edit security idp idp-policy] 階層レベルの predefined-attack-groups

構成ステートメントと predefined-attacks 構成ステートメントの下の CLI で使用できます。

ポリシーを作成し、新しいポリシーをアクティブ ポリシーとして指定します。さらに、Juniper

Networks が最近アップロードしたアップデートのみをダウンロードし、攻撃データベースと実

行ポリシー、ディテクタをこれらの新しいアップデートでアップデートします。

構成

CLI 簡単構成 CLI 簡単構成は、構成時に手動操作が必要なので、この例では使用できません。

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、構成モー

ドによる CLI エディタの使用を参照してください。

IDP シグネチャ データベースを手動でダウンロード、アップデートするには:

1. セキュリティ パッケージの URL を指定します。

[edit]

user@host# set security idp security-package url

https://services.netscreen.com/cgi-bin/index.cgi

注: By default it will take URL as

https://services.netscreen.com/cgi-bin/index.cgi.

2. 構成をコミットします。
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[edit]

user@host# commit

3. 操作モードに切り替えます。

[edit]

user@host# exit

4. セキュリティ パッケージをダウンロードします。

user@host>request security idp security-package download full-update

5. セキュリティ パッケージのダウンロード ステータスをチェックします。

user@host>request security idp security-package download status

6. インストール コマンドで攻撃データベースをアップデートします。

user@host>request security idp security-package install

7. 以下のコマンドで攻撃データベースのアップデート ステータスをチェックします。コマ

ンド出力では、ダウンロードしてインストールした攻撃データベースのバージョンに関す

る情報を表示します。

user@host>request security idp security-package install status

8. 構成モードに切り替えます。

user@host> configure

9. IDP ポリシーを作成します。

[edit]

user@host#edit security idp idp-policy policy1

10. 攻撃オブジェクトや攻撃オブジェクト グループをポリシーと関連付けます。

[edit security idp idp-policy policy1]

user@host#set rulebase-ips rule rule1 match attacks predefined-attack-groups

“Response_Critical”

11. アクションを設定します。

[edit security idp idp-policy policy1]

user@host#set rulebase-ips rule rule1 then action no-action

12. ポリシーを有効にします。

[edit]

user@host#set security idp active-policy policy1

13. 構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

14. 1 週間後に、Juniper Networks が最近アップロードしたアップデートのみをダウンロー

ドします。

user@host>request security idp security-package download

15. セキュリティ パッケージのダウンロード ステータスをチェックします。

user@host>request security idp security-package download status
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16. 新しく変更のあった、攻撃データベース、アクティブ ポリシー、ディテクタをアップデー

トします。

user@host>request security idp security-package install

17. 攻撃データベース、アクティブ ポリシー、ディテクタを、インストール ステータスで

チェックします。

user@host>request security idp security-package install status

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。思ったような構成が

表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy policy1 {

rulebase-ips {

rule rule1 {

match {

attacks {

predefined-attack-groups Response_Critical;

}

}

then {

action {

no-action;

}

}

}

}

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• IDP シグネチャ データベースの手動検査 718ページ

IDP シグネチャ データベースの手動検査

目的 IDP シグネチャ データベースを手動で表示します。

アクション 動作モードで、show security idp コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 715ページのIDP シグネチャ データベース手動アップデートの概要

• 719ページの例:シグネチャ データベースの自動アップデート

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは
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例:シグネチャ データベースの自動アップデート

この例では、シグネチャ データベースを自動でアップデートする方法を示します。

• 要件 719ページ

• 概要 719ページ

• 構成 719ページ

• 確認 720ページ

要件

作業に入る前に、ネットワーク インターフェースを構成します。セキュリティ デバイス向け

の Junos OS インターフェース構成ガイドを参照してください。

概要

Juniper Networks は、定義済みの攻撃データベースを定期的にアップデートしています。これ

らの攻撃データベースのアップデートは Juniper Networks のウェブサイトからセキュリティ

パッケージとして入手できます。これらのデータベースには、IDP ポリシーでトラフィックを

既知の攻撃と照合するときに使用する攻撃オブジェクトと攻撃オブジェクト グループが保存さ

れています。デバイスは、指定した時間間隔でシグネチャ データベース アップデートを自動

的にダウンロードする構成にできます。

この例では、12 月 10 日の午後 11 時 59 分から、48 時間ごとに、攻撃オブジェクトと攻撃

オブジェクト グループ一式とともにセキュリティ パッケージをダウンロードできます。また、

セキュリティ パッケージの自動ダウンロードとアップデートも有効にできます。

構成

ステップごとの手順 定義済みの攻撃オブジェクトをダウンロードするには:

1. セキュリティ パッケージの URL を指定します。

[edit]

user@host# set security idp security-package url

https://services.netscreen.com/cgi-bin/index.cgi

注: By default it will take URL as

https://services.netscreen.com/cgi-bin/index.cgi.

2. 時刻、時間間隔、ダウンロードの時間切れの値をダウンロードに指定します。

[edit]

user@host# set security idp security-package automatic interval 48 download-timeout

3 start-time 2009-12-10.23:59:00

3. セキュリティ パッケージの自動ダウンロードとアップデートを有効にします。

[edit]

user@host# set security idp security-package automatic enable

4. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。
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[edit]

user@host# commit

確認

構成が正常に機能しているかどうか確認するには、show security idp コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 715ページのIDP シグネチャ データベース手動アップデートの概要

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは

例:ディテクタ センサー構成の追加（J-Web）

この例では、ファイル転送プロトコル（FTP）のディテクタ センサーの構成を Tunable Value

（同調可能値）1000 で追加します。これは、IDP Sensor（IDP センサー構成）ページの Basic

（基本）構成タブと Advanced（拡張）構成タブで調整できます。

ディテクタ センサー構成を追加するには:

1. Configure（構成）>Security（セキュリティ）>IDP>Sensor（センサー）を選択します。

2. Detector（ディテクタ）タブを選択します。

3. Add（追加） をクリックします。

4. Protocol（プロトコル）リストで、「FTP」を選択します。

5. Tunable Name（同調可能名）リストで、sc_ftp_flagsを選択します。

6. Tunable Name（同調可能名）ボックスに1000と入力します。

7. OKをクリックして構成を保存します。

注: J-Web Configure（J-Web 構成）メニューでこの機能を構成する方法の詳細につ

いては、J-Web ユーザー インターフェースの Configure（構成）>Security（セキュ

リティ）>IDP>Sensor（センサー）ページに移動して、Help（ヘルプ）をクリックし

ます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは

• 725ページのIDP アプリケーションの識別とは

• 728ページの例:アプリケーション識別の IDP ポリシーの構成
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シグネチャ データベースの確認

• IDP ポリシーのコンパイルとロード ステータスの確認 721ページ

• IDP シグネチャ データベースのバージョンの確認 723ページ

IDP ポリシーのコンパイルとロード ステータスの確認

目的 IDP ログ ファイルを表示して、IDP ポリシーのロードとコンパイル ステータスを確認します。

IDP ポリシーを起動すると、IDP ログが表示され、ポリシーが正常にロードされていて、コン

パイルされているか確認できます。

アクション IDP ポリシーのロードとコンパイルの進捗状況を追跡するには、CLI で以下のいずれかまたは

両方を構成します。

• ログ ファイルを構成します。これは、/var/log/ に保存され、追跡オプション フラグを設定

すると、対応する動作を記録します。

user@host# set security idp traceoptions file idpd

user@host# set security idp traceoptions flag all

• デバイスは、/var/log ディレクトリのファイルにシステム ログ メッセージをログするよう

に構成できます。

user@host# set system syslog file messages any any

CLI で構成をコミットしたら、UNIX レベルのシェルで、シェル プロンプトから以下のコマン

ドを入力します。

出力例

user@host> start shell

user@host% tail -f /var/log/idpd

Aug 3 15:46:42 chiron clear-log[2655]: logfile cleared

Aug 3 15:47:12 idpd_config_read: called: check: 0

Aug 3 15:47:12 idpd commit in progres ...

Aug 3 15:47:13 Entering enable processing.

Aug 3 15:47:13 Enable value (default)

Aug 3 15:47:13 IDP processing default.

Aug 3 15:47:13 idp config knob set to (2)

Aug 3 15:47:13 Warning: active policy configured but no application package installed, attack

may not be detected!

Aug 3 15:47:13 idpd_need_policy_compile:480 Active policy path /var/db/idpd/sets/idpengine.set

Aug 3 15:47:13 Active Policy (idpengine) rule base configuration is changed so need to recompile

active policy

Aug 3 15:47:13 Compiling policy idpengine....

Aug 3 15:47:13 Apply policy configuration, policy ops bitmask = 41

Aug 3 15:47:13 Starting policy(idpengine) compile with compress dfa...

Aug 3 15:47:35 policy compilation memory estimate: 82040

Aug 3 15:47:35 ...Passed

Aug 3 15:47:35 Starting policy package...

Aug 3 15:47:36 ...Policy Packaging Passed

Aug 3 15:47:36 [get_secupdate_cb_status] state = 0x1

Aug 3 15:47:36 idpd_policy_apply_config idpd_policy_set_config()

Aug 3 15:47:36 Reading sensor config...

Aug 3 15:47:36 sensor/idp node does not exist, apply defaults

Aug 3 15:47:36 sensor conf saved

Aug 3 15:47:36 idpd_dev_add_ipc_connection called...
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Aug 3 15:47:36 idpd_dev_add_ipc_connection: done.

Aug 3 15:47:36 idpd_policy_apply_config: IDP state (2) being set

Aug 3 15:47:36 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:36 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:36 Apply policy configuration, policy ops bitmask = 4

Aug 3 15:47:36 Starting policy load...

Aug 3 15:47:36 Loading policy(/var/db/idpd/bins/idpengine.bin.gz.v +

/var/db/idpd/sec-repository/installed-detector/libidp-detector.so.tgz.v +

/var/db/idpd/bins/compressed_ai.bin)...

Aug 3 15:47:36 idpd_dev_add_ipc_connection called...

Aug 3 15:47:36 idpd_dev_add_ipc_connection: done.

Aug 3 15:47:37 idpd_policy_load: creating temp tar directory '/var/db/idpd//bins/52b58e5'

Aug 3 15:47:37 sc_policy_unpack_tgz: running addver cmd '/usr/bin/addver -r

/var/db/idpd/sec-repository/installed-detector/libidp-detector.so.tgz.v

/var/db/idpd//bins/52b58e5/__temp.tgz > /var/log/idpd.addver'

Aug 3 15:47:38 sc_policy_unpack_tgz: running tar cmd '/usr/bin/tar -C /var/db/idpd//bins/52b58e5

-xzf /var/db/idpd//bins/52b58e5/__temp.tgz'

Aug 3 15:47:40 idpd_policy_load: running cp cmd 'cp /var/db/idpd//bins/52b58e5/detector4.so

/var/db/idpd//bins/detector.so'

Aug 3 15:47:43 idpd_policy_load: running chmod cmd 'chmod 755 /var/db/idpd//bins/detector.so'

Aug 3 15:47:44 idpd_policy_load: running rm cmd 'rm -fr /var/db/idpd//bins/52b58e5'

Aug 3 15:47:45 idpd_policy_load: detector version: 10.3.160100209

Aug 3 15:47:45 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:45 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:45 idp_policy_loader_command: sc_klibs_subs_policy_pre_compile() returned 0 (EOK)

Aug 3 15:47:45 idpd_policy_load: IDP_LOADER_POLICY_PRE_COMPILE returned EAGAIN, retrying... after

(5) secs

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idp_policy_loader_command: sc_klibs_subs_policy_pre_compile() returned 0 (EOK)

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy parser pre compile succeeded, after (1) retries

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: policy parser compile subs s0 name

/var/db/idpd/bins/idpengine.bin.gz.v.1 buf 0x0 size 0zones 0xee34c7 z_size 136 detector

/var/db/idpd//bins/detector.so ai_buf 0x0 ai_size 0 ai /var/db/idpd/bins/compressed_ai.bin

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy parser compile succeeded

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy pre-install succeeded

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy install succeeded

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:50 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:50 idpd_policy_load: idp policy post-install succeeded

Aug 3 15:47:51 IDP policy[/var/db/idpd/bins/idpengine.bin.gz.v] and

detector[/var/db/idpd/sec-repository/installed-detector/libidp-detector.so.tgz.v] loaded

successfully.

Aug 3 15:47:51 Applying sensor configuration

Aug 3 15:47:51 idpd_dev_add_ipc_connection called...

Aug 3 15:47:51 idpd_dev_add_ipc_connection: done.

Aug 3 15:47:51 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:51 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:51 idpd_comm_server_get_event:545: evGetNext got event.

Aug 3 15:47:51 idpd_comm_server_get_event:553: evDispatch OK

Aug 3 15:47:51
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...idpd commit end

Aug 3 15:47:51 Returning from commit mode, status = 0.

Aug 3 15:47:51 [get_secupdate_cb_status] state = 0x1

Aug 3 15:47:51 Got signal SIGCHLD....

出力例

user@host> start shell

user@host% tail -f /var/log/messages

Aug 3 15:46:56 chiron mgd[2444]: UI_COMMIT_PROGRESS: Commit operation in progress: no commit

script changes

Aug 3 15:46:56 chiron mgd[2444]: UI_COMMIT_PROGRESS: Commit operation in progress: no transient

commit script changes

Aug 3 15:46:56 chiron mgd[2444]: UI_COMMIT_PROGRESS: Commit operation in progress: finished

loading commit script changes

Aug 3 15:46:56 chiron mgd[2444]: UI_COMMIT_PROGRESS: Commit operation in progress: exporting

juniper.conf

.....

Aug 3 15:47:51 chiron idpd[2678]: IDP_POLICY_LOAD_SUCCEEDED: IDP

policy[/var/db/idpd/bins/idpengine.bin.gz.v] and

detector[/var/db/idpd/sec-repository/installed-detector/libidp-detector.so.tgz.v] loaded

successfully(Regular load).

Aug 3 15:47:51 chiron idpd[2678]: IDP_COMMIT_COMPLETED: IDP policy commit is complete.

......

Aug 3 15:47:51 chiron chiron sc_set_flow_max_sessions: max sessions set 16384

意味 set security idp active-policy コマンドをコミットしたあとにバックグラウンドで実行する手

順を示すログ メッセージが表示されます。このサンプル出力では、ポリシーのコンパイル、セ

ンサー構成、ポリシーが正常にロードされたことがわかります。

IDP シグネチャ データベースのバージョンの確認

目的 シグネチャ データベースのバージョンを表示します。

アクション CLI の動作モードで、show security idp security-package-version コマンドを入力します。

出力例

user@host> show security idp security-package-version

Attack database version:31(Wed Apr 16 15:53:46 2008)

Detector version :9.1.140080400

Policy template version :N/A

意味 出力に、IDP 有効デバイスのシグネチャ データベース、プロトコル ディテクタ、ポリシー テ

ンプレートのバージョン番号が表示されます。以下の内容を確認してください。

• 攻撃データベースのバージョン—2008 年 4 月 16 日時点で、デバイスでアクティブなシグネ

チャ データベースのバージョンは 31 です。

• ディテクタのバージョン—現在デバイスで実行中の IDP プロトコル ディテクタのバージョン

を表示します。

• ポリシー テンプレートのバージョン—CLI で request security idp security-package install

policy-templates 構成ステートメントを実行したときに /var/db/scripts/commit ディレクト

リにインストールされているポリシー テンプレートのバージョンを表示します。
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show security idp security-package-version の出力の詳細については、Junos OS CLI リファレ

ンスを参照してください。
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第25章

IDP アプリケーションの識別

• IDP アプリケーションの識別 725ページ

• ネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別 730ページ

• IDP アプリケーション システム キャッシュ 731ページ

• IDP メモリとセッションの制限 734ページ

• アプリケーション識別プロセスの IDP カウンターの確認 736ページ

IDP アプリケーションの識別

• IDP アプリケーションの識別とは 725ページ

• 攻撃オブジェクト別の IDP サービス バインディングとアプリケーション バインディングと

は 726ページ

• 例:アプリケーション識別の IDP ポリシーの構成 728ページ

• IDP ポリシーのアプリケーション識別の無効化（CLI 手順） 729ページ

IDP アプリケーションの識別とは

Juniper Networks では、非標準ポートで実行する伝送制御プロトコル（TCP）アプリケーショ

ンとユーザー データグラム プロトコル（UDP）アプリケーションを検出する定義済みのアプリ

ケーション シグネチャを用意しています。 これらのアプリケーションを識別したら、非標準

ポートで実行するアプリケーションに適切な攻撃オブジェクトを IDP（Intrusion Detection

and Prevention）で適用します。さらに、この処理によって、アプリケーションの攻撃シグネ

チャの範囲をデコーダなしでしぼることができて、パフォーマンスを強化できます。

IDP センサーはネットワークを監視し、IDP ルールベースに定義された詳細なルールに従って、

不審で異常なネットワークトラフィックを検出します。IDP センサーは、プロトコルやアプリ

ケーションを頼りに、トラフィックに攻撃オブジェクトを適用します。アプリケーション シグ

ネチャに応じて、IDP センサーは既知であるか未知であるかを問わず非標準ポートで実行する

アプリケーションを見分け、正しい攻撃オブジェクトを適用します。

Juniper Networks では、セキュリティ パッケージの一部としてアプリケーション シグネチャ

を提供しています。セキュリティ パッケージのアップデートとともに定義されたアプリケー

ション シグネチャをダウンロードできます。アプリケーション シグネチャは作成できません。

セキュリティ パッケージのダウンロードの詳細については、715ページの「IDP シグネチャ デー

タベース手動アップデートの概要」を参照してください。
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アプリケーション シグネチャは、セッションの最初のパケットのパターンを照合してアプリ

ケーションを識別します。IDP センサーは、クライアントからサードパーティまでのセッショ

ンとサーバーからクライアントまでのセッションの両方について、パターンを照合します。

アプリケーションの識別機能はデフォルトで有効であり、IDP ポリシーにデフォルト アプリ

ケーションを構成すると自動的にオンになります。ただし、ポリシー ルールでアプリケーショ

ンを指定すると、アプリケーション識別機能は無効になり、攻撃オブジェクトは指定したアプ

リケーションに応じて適用されます。この限定的な構成は、自動識別プロセスよりも優先しま

す。ポリシー ルールにアプリケーションを指定する方法については、659ページの「例: IDP ア

プリケーションとサービスの構成」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 726ページの攻撃オブジェクト別の IDP サービス バインディングとアプリケーション バイン

ディングとは

• 730ページのネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別とは

• 731ページのIDP アプリケーション システム キャッシュとは

• 734ページのIDP アプリケーション識別のメモリとセッションの制限設定とは

• 728ページの例:アプリケーション識別の IDP ポリシーの構成

• 729ページのIDP ポリシーのアプリケーション識別の無効化（CLI 手順）

攻撃オブジェクト別の IDP サービス バインディングとアプリケーション バインディングとは

攻撃オブジェクトは、さまざまな方法でアプリケーションとサービスにバインドできます。

• 攻撃オブジェクトは、暗黙的にアプリケーションにバインドでき、サービス定義はありませ

ん。攻撃オブジェクトは、コンテキストやアノーマリの名前に応じてアプリケーションにバ

インドします。

• 攻撃オブジェクトはサービス名でサービスとバインドします。

• 攻撃オブジェクトは、TCP ポートか UDP ポート、ICMP タイプ/コード、あるいは RPC プロ

グラム番号でバインドできます。

指定したアプリケーションやサービスのバインディングが適用されるかどうかは、攻撃オブジェ

クト定義一式のほか、IDP ポリシー構成次第です。

• 攻撃オブジェクトの定義でアプリケーションを指定すると、サービス フィールドが無視され

ます。攻撃オブジェクトは、指定したサービスの代わりにアプリケーションにバインドしま

す。ただし、攻撃オブジェクトの定義にサービスを指定して、アプリケーションを指定しな

ければ、その攻撃オブジェクトはサービスにバインドします。727ページの表82 は、アプリ

ケーション バインディングとサービス バインディングの動作、およびアプリケーションの

識別機能の有効無効をまとめたものです。
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表82: アプリケーションとサービス、およびアプリケーション識別機能

アプリケーション識別バインディング動作

攻撃オブジェクト フィー

ルド

有効• アプリケーション HTTP にバインドします。

• サービス フィールドは無視します。

:application (http)

:service (smtp)

有効アプリケーション HTTP にバインドします。:service (http)

無効TCP ポート 80 にバインドします。:service (tcp/80)

たとえば、以下の攻撃定義では、攻撃オブジェクトはアプリケーション HTTP にバインドし、

アプリケーション識別機能は有効になり、サービス フィールド SMTP は無視します。

: (“http-test” :application (“http”) :service (“smtp”) :rectype (signature)

:signature ( :pattern (“.*TERM=xterm; export TERM=xterm; exec bash – i\x0a\x.*”)

:type (stream) ) :type (attack-ip) )

• 攻撃オブジェクトがサービス固有のコンテキスト（例、http-url）とアノーマリ（例、

tftp_file_name_too_long）を基準にしている場合、アプリケーションとサービス フィールド

はいずれも無視します。サービス コンテキストとアノーマリは、アプリケーションを表しま

す。したがって、それらを攻撃オブジェクトで指定すると、アプリケーションの識別機能が

適用されます。

• ポリシーに特定のアプリケーションを構成すると、攻撃オブジェクトで指定したアプリケー

ション バインディングは無効になります。727ページの表83 は、IDP ポリシーにおけるアプ

リケーション構成とのバインディングの概要です。

表83: IDP ポリシーにおけるアプリケーション構成

アプリケーション識別バインディング動作

ポリシーのアプリケー

ション タイプ

• アプリケーションベースの攻撃オブジェク

トに有効

• サービスベースの攻撃オブジェクトに無効

攻撃オブジェクトの定義で構成したアプリ

ケーションかサービスにバインドします。

デフォルト

無効攻撃オブジェクトの定義で指定したアプリ

ケーションにバインドします。

具体的なアプリケーショ

ン

無効すべてのアプリケーションにバインドしま

す。

任意

• IDP ポリシーにアプリケーションを指定する場合は、攻撃オブジェクトの定義に構成するア

プリケーション タイプと IDP ポリシーに構成するアプリケーション タイプを合わせてくだ

さい。ポリシー ルールでは、2 種類のアプリケーションを指定できません（1 つを攻撃オブ

ジェクトに、別の 1 つをポリシーに）。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•
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• 725ページのIDP アプリケーションの識別とは

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは

• 728ページの例:アプリケーション識別の IDP ポリシーの構成

• 729ページのIDP ポリシーのアプリケーション識別の無効化（CLI 手順）

例:アプリケーション識別の IDP ポリシーの構成

この例では、アプリケーション識別用の IDP ポリシーの構成方法を示します。

• 要件 728ページ

• 概要 728ページ

• 構成 728ページ

• 確認 729ページ

要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• アプリケーション パッケージをダウンロードします。999ページの「Junos OS アプリケーショ

ン識別で抽出したパッケージのアップデート概要」を参照してください。

概要

この例では、IDP ポリシー ルールのアプリケーション タイプとして、デフォルト構成オプショ

ンを選択します。アプリケーションを指定すると、アプリケーション識別機能が無効になり、

IDP は、指定したアプリケーション タイプをデフォルトとしてトラフィックの照合を行いま

す。IDP ポリシー ABC を作成し、IPS ルールベースにルール 123 を定義します。

構成

ステップごとの手順 アプリケーション識別用に IDP ポリシーを構成するには:

1. IDP ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# set security idp idp-policy ABC

2. アプリケーション タイプを指定します。

[edit]

user@host# set security idp idp-policy ABC rulebase-ips rule 123 match application

default

3. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

構成が正常に機能しているかどうか確認するには、show security idp コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別アプリケーション パッケージとは

• 725ページのIDP アプリケーションの識別とは

• 729ページのIDP ポリシーのアプリケーション識別の無効化（CLI 手順）

• 735ページの例:IDP アプリケーション識別サービス用のメモリとセッションの制限の設定

• 1017ページのアプリケーション システム キャッシュ統計値の確認

IDP ポリシーのアプリケーション識別の無効化（CLI 手順）

アプリケーション識別機能は、デフォルトでは有効です。アプリケーション識別機能は、CLI

で無効にできます。

アプリケーション識別機能を無効にするには:

1. disable（無効化）構成オプションを指定します。

user@host# set security idp sensor-configuration application-identification disable

2. アプリケーション識別機能を再び有効に戻すには、アプリケーション識別機能を無効に指定

している構成ステートメントを削除します。

user@host# delete security idp sensor-configuration application-identification disable

3. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

4. CLI の構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。詳細につ

いては、Junos OS CLI リファレンスガイドを参照してください。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは

• 725ページのIDP アプリケーションの識別とは

• 728ページの例:アプリケーション識別の IDP ポリシーの構成

• 735ページの例:IDP アプリケーション識別サービス用のメモリとセッションの制限の設定

• 1017ページのアプリケーション システム キャッシュ統計値の確認
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ネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別

• ネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別とは 730ページ

• ネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別機能の起動（CLI 手順） 730ページ

• 例:ネスト アプリケーションの攻撃ロギングに IDP アプリケーション情報を追加

（CLI） 731ページ

ネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別とは

アプリケーション プロトコルのカプセル化の利用が一般的になるにつれて、同じレイヤー 7

プロトコルで実行する複数の異なるアプリケーションの識別機能をサポートする必要性が生じ

てきました。たとえば、フェースブックやヤフー メッセンジャーなどのアプリケーションは、

いずれも HTTP で実行できますが、同じレイヤー 7 プロトコルで実行する異なるアプリケー

ションとして識別する必要があります。そのため、現在のアプリケーションの識別レイヤーは、

レイヤー 7 アプリケーションとレイヤー 7 プロトコルという 2 つのレイヤーに分かれていま

す。

レイヤー 7 アプリケーションを検出しながら、既存のレイヤー 7 プロトコル シグネチャを従

来同様に機能させるため、組み込みの定義済みアプリケーション シグネチャを作成しました。

これら定義済みのアプリケーション シグネチャは攻撃オブジェクトで使用できます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 725ページのIDP アプリケーションの識別とは

• 730ページのネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別機能の起動（CLI 手順）

• 731ページの例:ネスト アプリケーションの攻撃ロギングに IDP アプリケーション情報を追加

（CLI）

ネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別機能の起動（CLI 手順）

ネスト アプリケーションのアプリケーション識別機能は、デフォルトで有効です。この識別機

能は、CLI で無効にできます。

user@host# edit security idp sensor-configuration application-identification

no-nested-application-identification

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 730ページのネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別とは

• 731ページの例:ネスト アプリケーションの攻撃ロギングに IDP アプリケーション情報を追加

（CLI）
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例:ネスト アプリケーションの攻撃ロギングに IDP アプリケーション情報を追加（CLI）

“service”の後と“rule”の前で IDP 攻撃ロギングに追加されるネスト アプリケーション情

報は、検出したレイヤー 7 アプリケーションに関する情報を提供します。以下の例では、

“Facebook”がログ ファイルにネスト アプリケーション情報として表示されます。

Aug 29 20:46:32 4.0.0.254 RT_IDP:IDP_ATTACK_LOG_EVENT:IDP:at 1251603992, SIG Attack log

<4.0.0.1:33000->5.0.0.1:210> for TCP protocol and service SERVICE_IDP application

FACEBOOK by rule 1 of rulebase IPS in policy idpengine. attack:repeat=0, action=NONE,

severity=MEDIUM, name=http-url-attack-test, NAT <8.11.163.220:0->0.0.0.0:0>,

time-elapsed=0, inbytes=0, outbytes=0, inpackets=0, outpackets=0,

intf:untrust:ge-0/0/1.0->trust:ge-0/0/0.0, and misc-message -

注: IDP ロギングの詳細については、749ページの「IDP ロギングとは」を参照して

ください。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 730ページのネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別とは

• 730ページのネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別機能の起動（CLI 手順）

IDP アプリケーション システム キャッシュ

• IDP アプリケーション システム キャッシュとは 731ページ

• ネスト アプリケーション識別のための IDP アプリケーション システム キャッシュ情報と

は 732ページ

• ネスト アプリケーション識別のための IDP アプリケーション システム キャッシュ情報の

無効化（CLI 手順） 732ページ

• IDP アプリケーション システム キャッシュ統計値の確認 733ページ

IDP アプリケーション システム キャッシュとは

アプリケーション システム キャッシュ（ASC）は、アプリケーション タイプと、対応する宛

先 IP アドレス、宛先ポート、プロトコル タイプ、サービスとのマッピングを保存します。

1 回アプリケーションを識別すると、その情報はキャッシュに保存されるので、特定のシステ

ムで実行しているアプリケーションのパターン マッチングは 1 回だけですみ、効率良く識別

プロセスを実行できます。

一致したシグネチャにクライアントからサーバーまでのパターンとサーバーからクライアント

までのパターンの両方がある場合のみ、マッピングがキャッシュに保存されます。このプロセ

スにより、別のアプリケーションとして解釈されるのを狙ってマリシャス パケットを正規の

ポートから送信するハッカーからシステムを防ぎます。

デフォルトで、アプリケーション システム キャッシュは、3600 秒間マッピング情報を保存し

ます。ただし、キャッシュのタイムアウト値は、CLI で構成できます。
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パフォーマンスに対する影響を最小限に抑えるため、伝送制御プロトコル（TCP）トラフィック

またはユーザー データグラム プロトコル（UDP）トラフィックでキャッシュ ルックアップが

起動しないと、アプリケーション システム キャッシュはリフレッシュされません。キャッシュ

ルックアップがないと、たとえキャッシュのタイムアウト後であってもアプリケーション シス

テム キャッシュのエントリは変更されません。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 725ページのIDP アプリケーションの識別とは

• 730ページのネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別とは

• 732ページのネスト アプリケーション識別のための IDP アプリケーション システム キャッ

シュ情報とは

• 732ページのネスト アプリケーション識別のための IDP アプリケーション システム キャッ

シュ情報の無効化（CLI 手順）

• 733ページのIDP アプリケーション システム キャッシュ統計値の確認

ネスト アプリケーション識別のための IDP アプリケーション システム キャッシュ情報とは

パフォーマンス強化のため、ネスト アプリケーション識別情報は、アプリケーション システ

ム キャッシュに保存します。このキャッシュは、別のアプリケーションを識別すると更新され

ます。ネスト アプリケーション情報がキャッシュされないのは以下の場合のみです。

• ネスト アプリケーション識別時はアプリケーション システム キャッシュをオフにします。

• 一致するアプリケーション シグネチャに与えられるのは、クライアントからサーバーまでの

メンバーです。

• トランザクションでは、サーバーからクライアントまでの有効な応答はありません。これは、

アタッカーが不正なクライアントからサーバーまでの要求を送信してアプリケーション シス

テム キャッシュに入り込むのを防ぐためです。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 725ページのIDP アプリケーションの識別とは

• 730ページのネスト アプリケーションの IDP アプリケーションの識別とは

• 731ページのIDP アプリケーション システム キャッシュとは

• 732ページのネスト アプリケーション識別のための IDP アプリケーション システム キャッ

シュ情報の無効化（CLI 手順）

• 733ページのIDP アプリケーション システム キャッシュ統計値の確認

ネスト アプリケーション識別のための IDP アプリケーション システム キャッシュ情報の無効化（CLI
手順）

ネスト アプリケーションのキャッシュ機能は、デフォルトで有効です。このキャッシュ機能

は、CLI により手動で無効にできます。
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user@host# edit security idp sensor-configuration application-identification

no-nested-application-system-cache

アプリケーション システム キャッシュに show コマンドを実行すると、以下のようにネスト

アプリケーション情報が表示されます。

user@host# show security idp application-identification application-system-cache

Vsys-ID IP address Port Protocol Service Application

0 5.0.0.1 80 TCP HTTP FACEBOOK

0 5.0.0.2 80 TCP HTTP NONE

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 731ページのIDP アプリケーション システム キャッシュとは

• 732ページのネスト アプリケーション識別のための IDP アプリケーション システム キャッ

シュ情報とは

• 733ページのIDP アプリケーション システム キャッシュ統計値の確認

IDP アプリケーション システム キャッシュ統計値の確認

目的 IDP アプリケーション システム キャッシュ（ASC）統計を確認します。

アクション CLI から、show security idp application-identification application-system-cache コマンド

を入力します。

出力例

user@host> show security idp application-identification application-system-cache

IDP Application System Cache statistics:

Vsys-ID IP address Port Protocol Service

0 20.0.0.4 23 tcp TELNET

0 20.0.0.6 23 tcp TELNET

0 20.0.0.2 23 tcp TELNET

0 20.0.0.2 25 tcp SMTP

0 20.0.0.6 25 tcp SMTP

0 20.0.0.4 25 tcp SMTP

0 20.0.0.3 135 tcp MSRPC

0 20.0.0.5 139 tcp SMB

0 20.0.0.7 139 tcp SMB

0 20.0.0.3 143 tcp IMAP

0 20.0.0.5 143 tcp IMAP

0 20.0.0.3 139 tcp SMB

0 20.0.0.7 143 tcp IMAP

0 20.0.0.3 80 tcp HTTP

0 20.0.0.5 80 tcp HTTP

0 20.0.0.7 80 tcp HTTP

意味 出力に、ASC 統計情報のサマリーが表示されます。以下の内容を確認してください。
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• Vsys-ID—仮想システム識別番号を表示します。

• IP アドレス—宛先アドレスを表示します。

• ポート—サーバー上の宛先ポートを表示します。

• サービス—宛先ポートで識別したサービスやアプリケーションの名前を表示します。

show security idp application-identification application-system-cache の出力の詳細につい

ては、Junos OS CLI リファレンスを参照してください。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 726ページの攻撃オブジェクト別の IDP サービス バインディングとアプリケーション バイン

ディングとは

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 732ページのネスト アプリケーション識別のための IDP アプリケーション システム キャッ

シュ情報の無効化（CLI 手順）

• 728ページの例:アプリケーション識別の IDP ポリシーの構成

• 729ページのIDP ポリシーのアプリケーション識別の無効化（CLI 手順）

• 1017ページのアプリケーション システム キャッシュ統計値の確認

IDP メモリとセッションの制限

• IDP アプリケーション識別のメモリとセッションの制限設定とは 734ページ

• 例:IDP アプリケーション識別サービス用のメモリとセッションの制限の設定 735ページ

IDP アプリケーション識別のメモリとセッションの制限設定とは

IDP シグネチャ データベースではアプリケーション シグネチャは作成できませんが、アプリ

ケーションの識別を実行するセッション数を制限し、さらにアプリケーション識別に使用する

メモリを制限できます。

• セッションのメモリ制限—TCP セッションや UDP セッションにおけるアプリケーション識別

のパケット保存に使用できるメモリの最大空き容量はバイト単位で構成できます。また、ア

プリケーション識別に使用できるグローバル メモリの使用量の制限も構成できます。該当

セッションで指定したメモリ制限にシステムが達すると、アプリケーション識別機能は無効

になります。ただし、IDP では引き続きパターンの照合を行います。一致したアプリケーショ

ンは、次のセッションで利用できるようキャッシュに保存されます。これにより、大量のク

ライアントからサーバー宛てのパケットを意図的に送信してアプリケーション識別機能をバ

イパスしようとするアタッカーからシステムを保護できます。

• セッション数—アプリケーション識別機能を同時に実行できるセッションの最大数は構成でき

ます。指定したセッション数にシステムが達すると、アプリケーション識別機能は無効にな

ります。セッション数を制限すると、DoS（サービス拒否）を防ぐことができます。DoS は、

接続要求が殺到し、システム上で割り当てられたリソースをすべて使い切ってしまう攻撃で

す。
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735ページの表84 は、SRX3400、SRX3600、SRX5600、SRX5800 のセントラル ポイント（CP）セッ

ション数のキャパシティです。

表84: 最大 CP セッション数

セントラル ポイント（CP）最大セッション数SRX シリーズ デバイス

コンボ モード CP225 万SRX3400

コンボ モード CP225 万SRX3600

フル CP

コンボ モード CP

900 万

225 万

SRX5600

フル CP

コンボ モード CP

1 千万

225 万

SRX5800

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 725ページのIDP アプリケーションの識別とは

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 707ページのIDP シグネチャ データベースとは

• 716ページの例:IDP シグネチャ データベースの手動アップデート

• 735ページの例:IDP アプリケーション識別サービス用のメモリとセッションの制限の設定

例:IDP アプリケーション識別サービス用のメモリとセッションの制限の設定

この例では、IDP アプリケーション識別サービス用のメモリとセッションの制限の構成方法を

示します。

• 要件 735ページ

• 概要 736ページ

• 構成 736ページ

• 確認 736ページ

要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• シグネチャ データベースをダウンロードします。716ページの「例: IDP シグネチャ データ

ベースの手動アップデート」.
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概要

この例では、アプリケーション識別を同時に実行できるセッション数を 600 に制限するよう構

成します。また、TCP セッションのアプリケーション識別でパケットを保存できる最大メモリ

領域を 5000 メモリ バイトに構成します。

構成

ステップごとの手順 IDP アプリケーション識別サービスのメモリとセッションの制限を構成するには:

1. アプリケーション識別のセッション制限を指定します。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration application-identification

max-sessions 600

2. アプリケーション識別のメモリ制限を指定します。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration application-identification

max-tcp-session-packet-memory 5000

3. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

構成が正常に機能しているかどうか確認するには、show security idp コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 734ページのIDP アプリケーション識別のメモリとセッションの制限設定とは

アプリケーション識別プロセスの IDP カウンターの確認

目的 アプリケーション識別プロセスの IDP カウンターを確認します。

アクション CLI から、show security idp counters application-identification コマンドを入力します。

出力例

user@host> show security idp counters application-identification

IDP counters:

IDP counter type Value

AI cache hits 2682

AI cache misses 3804

AI matches 74

AI no-matches 27

AI-enabled sessions 3804

AI-disabled sessions 2834

AI-disabled sessions due to cache hit 2682

AI-disabled sessions due to configuration 0

AI-disabled sessions due to protocol remapping 0

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.736

Junos OS セキュリティ設定ガイド



AI-disabled sessions due to non-TCP/UDP flows 118

AI-disabled sessions due to no AI signatures 0

AI-disabled sessions due to session limit 0

AI-disabled sessions due to session packet memory limit 34

AI-disabled sessions due to global packet memory limit 0

意味 出力に、アプリケーション カウンターのサマリーが表示されます。以下の内容を確認してくだ

さい。

• AI キャッシュ ヒット数—アプリケーション識別キャッシュのヒット数を表示します。

• AI キャッシュ ミス回数—アプリケーションが一致しても、アプリケーション識別キャッシュ

エントリが追加されなかった回数を表示します。

• AI 一致回数—アプリケーションが一致し、アプリケーション識別キャッシュ エントリが追加

された回数を表示します。

• AI 不一致数—アプリケーションが一致しなかった回数を表示します。

• AI 有効セッション数—アプリケーション識別が有効であったセッション数を表示します。

• AI 無効セッション数—アプリケーション識別が無効であったセッション数を表示します。

• キャッシュ ヒットによる AI 無効セッション数—キャッシュ エントリが一致したのちにアプ

リケーション識別が無効であったセッション数を表示します。このセッションでは、アプリ

ケーション識別プロセスは中断します。

• 構成による AI 無効セッション数—センサー構成のためにアプリケーション識別が無効であっ

たセッション数を表示します。

• プロトコルのリマップによる AI 無効セッション数—IDP ポリシー ルール定義に特定のサー

ビスを構成したためにアプリケーション識別が無効であったセッション数を表示します。

• 非 TCP/UDP フローによる AI 無効セッション数—セッションが TCP または UDP セッション

でないためにアプリケーション識別が無効であったセッション数を表示します。

• 非 AI シグネチャによる AI 無効セッション数—アプリケーション識別シグネチャに一致がな

かったアプリケーション識別が無効であったセッション数を表示します。

• セッション制限による AI 無効セッション数—セッションが、構成した上限に達したためにア

プリケーション識別が無効であったセッション数を表示します。以後のセッションでもアプ

リケーション識別は無効です。

• パケット メモリ制限による AI 無効セッション数—セッションが、TCP フローまたは UDP フ

ローのメモリ上限に達したためにアプリケーション識別が無効であったセッション数を表示

します。以後のセッションでもアプリケーション識別は無効です。

• グローバル パケット メモリ制限による AI 無効セッション数—メモリ上限に達したためにア

プリケーション識別が無効であったセッション数を表示します。以後のセッションでもアプ

リケーション識別は無効です。

show security idp counters 出力の詳細については、Junos OS CLI リファレンスを参照してく

ださい。

関連項目 • SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス
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• 725ページのIDP アプリケーションの識別とは

• 735ページの例:IDP アプリケーション識別サービス用のメモリとセッションの制限の設定

• 726ページの攻撃オブジェクト別の IDP サービス バインディングとアプリケーション バイン

ディングとは

• 1017ページのアプリケーション システム キャッシュ統計値の確認
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第26章

IDP SSL 検査

• IDP SSL の概要 739ページ

• サポート対象の IDP SSL 暗号 740ページ

• IDP インターネット鍵交換とは 741ページ

• IDP SSL サーバー鍵管理とポリシー構成とは 742ページ

• IDP SSL 鍵と関連サーバーの表示 742ページ

• IDP SSL 鍵と関連サーバーの追加 743ページ

• IDP SSL 鍵と関連サーバーの削除 744ページ

• IDP SSL 検査の構成（CLI 手順） 744ページ

IDP SSL の概要

セキュア ソケット レイヤー（SSL）、別名トランスポート レイヤー セキュリティ（TLS）は、

認証、機密保持、メッセージの完全性機能を備えた Web セキュリティのプロトコル スイート

です。認証機能は、Web ブラウザで Web サーバーの素性を確認して不正なメッセージ伝達から

システムを保護します。機密保持機能は、通信内容を非公開にできます。SSL は、データをカ

プセル化して、不正ユーザーが電子通信を傍受するのを防ぎ、機密を守ります。最後のメッセー

ジ完全性機能は、通信内容が改ざんされていないことを保証します。

各 SSL セッションは、ハンドシェイクで始まり、その間にクライアントとサーバーは特定のセ

キュリティ鍵と、セッションに使用する暗号化アルゴリズムで一致を確認します。このとき、

クライアントはサーバーの認証も行います。オプションで、サーバーはクライアントの認証も

できます。ハンドシェイクが成立すると、暗号化データの転送が始まります。

Juniper Networks では、さまざまな SSL バージョン、暗号、鍵交換方法からなる SSL プロト

コル スイートを使用する IDP(Intrusion Detection and Prevention) SSL 検査を実施します。

アプリケーション識別機能と SSL 検査機能を組み合わせることにより、どのポートでも SRX

シリーズ デバイスで SSL に暗号化した HTTP トラフィックを検査できます。以下の SSL プロ

トコルをサポートしています。

• SSLv2

• SSLv3

• TLS
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関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 740ページのサポート対象の IDP SSL 暗号

• 741ページのIDP インターネット鍵交換とは

• 742ページのIDP SSL サーバー鍵管理とポリシー構成とは

• 744ページのIDP SSL 検査の構成（CLI 手順）

サポート対象の IDP SSL 暗号

SSL 暗号は、暗号化鍵、認証方法、および圧縮からなります。Junos OS は、テンポラリ プラ

イベート鍵を使用しない OPENSSL サポート暗号をすべてサポートしています。認証機能として

は、NULL、MD5、および SHA-1 の各認証方法をサポートしています。

注: 圧縮と SSLv2 暗号はサポートしていません。現在、ほとんどの SSL サーバー

は、クライアントの “hello” メッセージで SSLv2 暗号を受信すると、TLS 暗号

に自動的にアップグレードされます。ブラウザがどの程度の強度までの暗号を受け

付けるか、またどの暗号をサポートしているか確認してください。（暗号がサポー

ト対象暗号のリストにない場合、当該セッションは詳細パケット調査の対象外にな

ります。）

740ページの表85 は、SRX シリーズ デバイスがサポートしている暗号化アルゴリズムです。

表85: サポート対象の暗号化アルゴリズム

IV サイズ有効鍵

ビット

拡張鍵マ

テリアル

鍵マテリ

アル

選択エキス

ポート可

能

暗号

該当なし000ストリーム無NULL

85688ブロック無DES-CBC-SHA

81682424ブロック無DES-CBC3-SHA

161281616ブロック無AES128-SHA

162563232ブロック無AES256-SHA

暗号化アルゴリズムの詳細については、441ページの「VPN 概要」を参照してください。740ペー

ジの表86 は、サポート対象 SSL 暗号です。

表86: サポート対象 SSL 暗号

値暗号スイート
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表86: サポート対象 SSL 暗号 （続き）

0x0001

0x0002

0x0009

0x000A

0x002F

0x0035

TLS_RSA_WITH_NULL_MD5

TLS_RSA_WITH_NULL_SHA

TLS_RSA_WITH_DES_CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

TLS_RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

注: ライセンスと OPENSSL ライブラリの許可の関係から、RC4 暗号と IDEA 暗号は

サポートしていません。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 739ページのIDP SSL の概要

• 741ページのIDP インターネット鍵交換とは

• 742ページのIDP SSL サーバー鍵管理とポリシー構成とは

IDP インターネット鍵交換とは

インターネット鍵区間では、大量データの暗号化と認証向けの対称鍵の生成に使用するプリマ

スター シークレットを確立します。RFC 2246 のセクション F.1.1 は、トランスポート レイ

ヤー セキュリティ (TLS) 認証と鍵交換の方法を定義します。鍵交換の方法には以下の 2 つが

あります。

• RSA—参加者が SSL セッション間に使用する対称鍵やシークレットを作成する方法を制御する

鍵交換アルゴリズムです。RSA 鍵交換アルゴリズムは、最もよく利用されている方法です。

• Diffie-Hellman—Diffie-Hellman（DH）鍵交換方法では、共有秘密値を参加者が作成できま

す。この技術には、通信で秘密値をやりとりすることなく、セキュアではない媒体を介して

秘密値を作成できるメリットがあります。

RSA と Diffie-Hellman のどちらの鍵交換方法でも、固定サーバー鍵とテンポラリ サーバー鍵

のいずれかを使用できます。IDP でプリマスター シークレットを取り出せるのは、固定サー

バー鍵を使用した場合だけです。Junos OS がサポートしている鍵交換方法は RSA のみです。

インターネット鍵交換の詳細については、535ページの「証明書と PKI とは」を参照してくださ

い。

注: Juniper IDP では、Diffie-Hellman 鍵交換を使用する SSL セッションを復号

しません。
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関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 739ページのIDP SSL の概要

• 740ページのサポート対象の IDP SSL 暗号

• 742ページのIDP SSL サーバー鍵管理とポリシー構成とは

• 744ページのIDP SSL 検査の構成（CLI 手順）

IDP SSL サーバー鍵管理とポリシー構成とは

デバイスは、最大 1000 件のサーバー プライベート鍵をサポートします。鍵はそれぞれ、最大

100 組のサーバーで使用できます。これはデバイスで利用できる SPU の数の影響は受けませ

ん。基本的に、各 SPU はすべての鍵をアクセスできなければならないためです。

複数のサーバーで同じプライベート鍵を共有できますが、1 つのサーバーに割り当てることの

できる鍵は 1 つだけです。SSL 復号機能は、デフォルトで無効です。プレーン鍵と暗号化鍵の

いずれもサポートしています。

注: Junos OS は SSL 鍵ファイルを暗号化しません。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 739ページのIDP SSL の概要

• 742ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの表示

• 743ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの追加

• 744ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの削除

• 744ページのIDP SSL 検査の構成（CLI 手順）

IDP SSL 鍵と関連サーバーの表示

• インストールしてあるすべてのサーバー鍵と関連サーバーを表示するには、以下の CLI コマ

ンドを実行します。

user@host> show security idp ssl-inspection key

サーバー鍵と、それらの鍵にバインドされている IP アドレスをすべて表示します。以下に

示すのは、show security idp ssl-inspection key コマンドで CLI 出力を表示した例です。

Total SSL keys : 2

SSL server key and ip address :

Key :key1, server : 1.1.1.1

Key :key2, server : 2.2.2.2

Key :key2, server : 2.2.2.3
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• 特定の鍵にバインドされている IP アドレスを表示するには、以下の CLI コマンドを実行し

ます。

user@host> show security idp ssl-inspection key <key-name>

以下に示すのは、 show security idp ssl-inspection key <key-name> コマンドで CLI 出力を

表示した例です。

Key :key1, server : 1.1.1.1

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 742ページのIDP SSL サーバー鍵管理とポリシー構成とは

• 743ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの追加

• 744ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの削除

IDP SSL 鍵と関連サーバーの追加

鍵をインストールするときは、鍵をパスワードで保護して、その鍵をサーバーに関連付けるこ

とができます。

暗号化された電子メール（PEM）鍵をインストールするには、以下の CLI コマンドを実行しま

す。

user@host> request security idp ssl-inspection key add <key-name> [file <file-path>]

server <server-ip> [password <password-string>]

注: 2 ノード SRX クラスターの場合、要求コマンドを実行するには、この鍵を手動

でノード 0 とノード 1 に同時にコピーしなければなりません。

鍵は add server CLI コマンドを実行して、あとでサーバーに関連付けることができます。サー

バーを関連付けられるのは 1 つの鍵だけです。インストールした鍵にサーバーを関連付けるに

は、以下の CLI コマンドを実行します。

user@host> request security idp ssl-inspection key add <key-name> server <server-ip>

注: 鍵の最大長さは、最後の “\0” も含めて 32 バイトです。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 742ページのIDP SSL サーバー鍵管理とポリシー構成とは

• 742ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの表示

• 744ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの削除

743Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第26章: IDP SSL 検査



IDP SSL 鍵と関連サーバーの削除

• すべての鍵を削除するには、以下の CLI コマンドを実行します。

user@host> request security idp ssl-inspection key delete

インストールしたすべての鍵が、関連サーバーとともに削除されます。

• 特定の鍵とその鍵に関連付けられたすべてのサーバーを削除するには、以下の CLI コマンド

を実行します。

user@host> request security idp ssl-inspection key delete <key-name>

指定した鍵とその鍵とのすべての関連サーバーが削除されます。

• サーバーを 1 つだけ削除するには、以下の CLI コマンドを実行します。

user@host> request security idp ssl-inspection key delete <key-name> server <server-ip>

指定した鍵にバインドされた指定サーバーが削除されます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 742ページのIDP SSL サーバー鍵管理とポリシー構成とは

• 742ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの表示

• 743ページのIDP SSL 鍵と関連サーバーの追加

IDP SSL 検査の構成（CLI 手順）

SSL デコーダーはデフォルトで有効です。CLI から SSL デコーダーを手動で有効にするには、

以下の CLI コマンドを実行します。

set security idp sensor-configuration detector protocol-name SSL tunable-name sc_ssl_flags

tuneable-value 1

IDP SSL 検査を構成するには、以下の CLI 手順を実行します。

[edit security]

idp {

sensor-configuration {

ssl-inspection {

sessions <number>;

}

}

これで、センサーは登録されている鍵とサーバーのペアの対象になるトラフィックを監視しま

す。

注: SPU 当たりの最大サポート セッション数はデフォルトで 10,000、範囲は 1 か

ら 100,000 です。セッションの上限は SPU ごとに設定します。デバイス上の SPU

数の影響は受けません。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.744

Junos OS セキュリティ設定ガイド



関連項目 • SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 739ページのIDP SSL の概要

• 741ページのIDP インターネット鍵交換とは

• 742ページのIDP SSL サーバー鍵管理とポリシー構成とは
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第27章

IDP のパフォーマンスとキャパシティの調
整

• IDP のパフォーマンスとキャパシティの調整の概要 747ページ

• IDP のセッション キャパシティの構成（CLI 手順） 748ページ

IDP のパフォーマンスとキャパシティの調整の概要

ここでは、IDP（Intrusion Detection and Prevention）セッションに対するパフォーマンスと

キャパシティの調整の概要をお話しします。

IDP ポリシーをデプロイする場合、デバイスを構成して IDP セッション キャパシティを増加

できます。用意されたコマンドを実行してシステムによるリソースの割り当てを変更すれば、

IDP セッション キャパシティを上げることができます。

maximize-idp-sessions コマンドを実行すると、IDP セッション キャパシティを増加できます。

このモードでは、デフォルトでデバイスはファイヤウォール機能にリソースを多く割り当てま

す。ユーザーごとにそれぞれの IDP ポリシーに従って、IDP 機能に割り当てたリソースを移し

て IDP パフォーマンスを最大化できます。重み付けの移行により、キャパシティを増加して、

所定のサービスに処理能力を割り当てることができます。

注: IDP ポリシーを使用している場合、デバイスを構成して IDP セッション キャ

パシティを増加しないでください。

デバイスは出荷時に、暗黙的なデフォルトのセッション キャパシティが設定されています。こ

のデフォルト値は、ファイアウォール セッションを重視します。maximize-idp-sessions 設定

を構成に追加すれば、このデフォルト値は手動で無効にできます。その場合、IDP セッション

の調整以外に、均等、ファイアウォール重視、または IDP 重視の重み付け値の割り当て、ファ

イアウォール機能や IDP 機能に割り当てることができます。通常、IDP 推奨攻撃またはクライ

アントからサーバー方向の攻撃だけを IDP ポリシーに組み込んだ場合、IDP 機能が消費する

CPU リソースは少なくてすみ、ファイアウォール重視を選択すればデバイス パフォーマンスを

最大化できます。逆に、サーバーからクライアント方向の攻撃を IDP ポリシーに追加すると、

IDP 機能が消費する CPU リソースが増えます。このため、パフォーマンス最大化のためには、

IDP 重視を選択してください。基本的に、重み付けは、意図する IDP ポリシーとパフォーマン

スに従って構成してください。パケット送信エンジンにおける CPU リソースの利用状況を検討

し、コマンド show security monitoring fpc number を実行すれば参考になります。詳細につ

いては、Junos OS CLI リファレンスを参照してください。
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関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 748ページのIDP のセッション キャパシティの構成（CLI 手順）

IDP のセッション キャパシティの構成（CLI 手順）

この項では、IDP ポリシーのセッション キャパシティ変更の構成命令を説明します。

具体的には、maximize-idp-sessions コマンドを追加し、次に重み付けオプションを追加して

IDP セッションを指定します。

注: 重み付けオプションは、設定する maximize-idp-sessions コマンドによって異

なります。

1. アクティブ IDP ポリシーがある場合、デバイスを構成して以下のコマンドを入力すれば、

IDP セッション キャパシティを増加できます。

user@host# set security forwarding-process application-services maximize-idp-sessions

2. また、たとえば IDP ポリシーを重視するなどの場合は、以下のコマンドでファイアウォー

ル機能と IDP 処理機能の重み付けも調節できます。

user@host# set security forwarding-process application-services maximize-idp-sessions

weight idp

3. 変更結果をコミットします。デバイスをリブートして、セッション キャパシティ設定の変

更結果を有効にします。

注: デバイスで、maximize-idp-sessions 重み付けが IDP に有効になっていて、

IDP ポリシーを構成していない場合、構成をコミットすると警告メッセージが表

示されます。この警告が表示されるときは、構成した設定を削除してください。

maximize-idp-sessions 設定をオフにするには、maximize-idp-sessions 構成を削除します。

注: デバイスをリブートして、maximize-idp-sessions 設定の変更結果を有効にしま

す。

関連項目 • SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 747ページのIDP のパフォーマンスとキャパシティの調整の概要
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第28章

IDP ロギング

• IDP ロギングとは 749ページ

• IDP アプリケーション レベル DDoS ロギング 750ページ

• IDP ログ抑止属性 752ページ

• セキュリティ パケット キャプチャ 754ページ

• インフラネット コントローラーにおける IDP ログ情報の利用とは 760ページ

IDP ロギングとは

Junos OS システムの基本ロギング機能は、IDP（Intrusion Detection and Prevention）を有

効にしたのちも機能します。IDP が有効なデバイスは、構成データベースに対するユーザー ロ

グインなど、ルーチン操作による発生イベントを記録します。これで、構成ファイルのアクセ

ス失敗など、失敗条件やエラー条件を記録します。ファイルを構成すれば、システム メッセー

ジをログし、さらに重大度レベルなどの属性をメッセージに割り当てることができます。通常

のログ メッセージ以外に、IDP は攻撃のイベント ログを生成します。

ロギングが有効な IDP ポリシー ルールとイベントが一致すると、IDP はイベント ログを生成

します。ロギングのルールを構成すると、デバイスはそのルールと一致するイベントごとにロ

グ エントリを作成します。CLI または J-Web を利用すれば、ポリシー ルールを構成してイベ

ント ログを生成できます。

攻撃の際は、IDP イベント ログが生成されるため、爆発的なログの生成によって、1 回の攻撃

で大量のメッセージが生成されます。他のイベント メッセージと比べ、攻撃で生成されるメッ

セージはサイズもずっと大きくなります。ログ ボリュームとメッセージ サイズは、ログ管理

で注意しなければならない点です。ログ メッセージのボリューム管理機能強化のため、IDP で

はログ抑止機能をサポートしています。

ログ抑止機能を構成すれば、同じ期間に、同じセッションや、類似のセッションから、同じロ

グで複数のインスタンスが発生するのを防ぐことができます。ログ抑止機能を有効にすると、

繰り返し発生する同じイベントや同じ攻撃に生成されるログ数を最小限に抑えることができま

す。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• イベント監視、システム ログ ファイルの管理、パケット キャプチャ構成の詳細について

は、セキュリティ デバイスの Junos OS 管理ガイドを参照してください。

• 627ページのIDP ポリシーの概要
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• 750ページのアプリケーション レベル DDoS ロギングとは

• 752ページのIDP ログ抑止属性とは

• 754ページのセキュリティ パケット キャプチャとは

• 760ページのインフラネット コントローラーにおける IDP ログ情報の利用とは

IDP アプリケーション レベル DDoS ロギング

• アプリケーション レベル DDoS ロギングとは 750ページ

• 攻撃ロギングと IP アクション ロギングの有効化（CLI 手順） 752ページ

アプリケーション レベル DDoS ロギングとは

IDP（Intrusion Detection and Prevention）は、攻撃、状態遷移、ip アクションという 3 種

類のアプリケーション レベル分散サービス拒否（アプリケーション レベル DDoS）イベント

ログを生成します。これらのイベント ログでは、アプリケーション レベル DDoS の状態を確

認でき、アプリケーション レベルの DDoS 攻撃が発生すると保護対象のアプリケーション サー

バーごとに知ることができます。

ロギングが有効で、イベントがアプリケーション レベル DDoS ポリシー ルールと一致すると、

IDP はアプリケーション レベル DDoS 攻撃イベント ログを生成します。ロギングを有効にし

てルールを構成すると、デバイスはルールと一致する攻撃イベントごとにログ エントリを作成

します。アプリケーション レベル DDoS ルールベースの詳細については、644ページの「IDP ア

プリケーション レベル DDoS ルールベースとは」を参照してください。

攻撃イベント ログの内容は以下のとおりです。

• 生成時刻（ログ生成の日時）

• イグレス/エグレス ゾーンとインターフェース情報

• ソースと宛先の IP アドレスとポート番号

• 接続、コンテキスト、コンテキスト値レート

• 時間バインディング情報

• ポリシー名

• ルールベース名とルール名

• アプリケーション レベル DDoS アプリケーション名

• レイヤ 4 プロトコル

• アプリケーション サービス（DNS や HTTP など）

• コンテキス レートと値レート

• コンテキスト値（ASCII 形式と 16 進形式）

• イベント時の実行アクション

アプリケーション レベル DDoS 攻撃イベント ログ数を抑えるため、ロギングを有効にしたルー

ルに time-binding-count でアプリケーション レベル DDoS アプリケーションを構成しておく
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と、time-binding-period 秒間に time-binding-count 回の攻撃を検出したときにだけ、IDP

はアプリケーション レベル DDoS 攻撃イベント ログを生成します。アプリケーション レベル

DDoS アプリケーションに time-binding-count を構成しておかないと、IDP は攻撃を検出する

たびにアプリケーション レベル DDoS 攻撃イベント ログを生成するので、これらのログには

ログ抑止機能が適用されます。ログの repeat-count フィールドは、ログ抑止機能を適用した

場合に現在のログ イベントが送信される回数を表します。

アプリケーション トランザクションの数が構成した接続しきい値またはコンテキスト ヒット

レートしきい値を越えるか、満たない場合、IDP はアプリケーション レベル DDoS 状態遷移イ

ベント ログを生成します。状態遷移イベント ログはデフォルトで有効です。IDP はユーザー

構成接続、コンテキスト、またはコンテキスト値しきい値に従って状態遷移イベント ログを生

成します。IDP では状態遷移のヒステリシスが得られるため、着信トラフィック接続またはコ

ンテキスト レートが、構成したしきい値を 20%（デフォルト）下回ると状態遷移ログ イベン

トが生成されます。

注: 状態遷移ロギング機能はデフォルトで有効であり、有効や無効にはできません。

これは標準システム ロギング機能の一部です。

状態イベント ログの内容は以下のとおりです。

• 生成時刻（ログ生成の日時）

• 保護対象サーバーの IP アドレス

• ポート

• インターフェースとゾーン

• ポリシー名

• ルールベース名とルール名

• アプリケーション レベル DDoS アプリケーション名

• レイヤ 4 プロトコル

• アプリケーション サービス（DNS や HTTP など）

• 遷移イベントの説明

• コンテキスト値の説明（ASCII 形式と 16 進形式）

注: rulebase-ddos コマンドを利用できるのは、ハイエンド SRX シリーズ デバイス

（SRX3000 シリーズと SRX5000 シリーズ）のみです。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 752ページのIDP ログ抑止属性とは

• 749ページのIDP ロギングとは

• 760ページのインフラネット コントローラーにおける IDP ログ情報の利用とは
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• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 攻撃の概要

• 752ページの攻撃ロギングと IP アクション ロギングの有効化（CLI 手順）

攻撃ロギングと IP アクション ロギングの有効化（CLI 手順）

攻撃ロギングと ip ロギングは、以下の手順で有効にします。

• 攻撃ログを有効にする。

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-name rulebase-ddos rule AppDDoS-rule-name then

notification log-attacks

• ip アクション ログを有効にする。

[edit security idp]

user@host# set idp-policy AppDDoS-policy-name rulebase-ddos rule AppDDoS-rule-name then

ip-action log

有効にすると、アプリケーション レベル DDoS ログは、標準システム ログに表示されます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• イベント監視とシステム ログ ファイルの管理の詳細については、セキュリティ デバイスの

Junos OS 管理ガイドを参照してください。

• 750ページのアプリケーション レベル DDoS ロギングとは

• 752ページのIDP ログ抑止属性とは

• 749ページのIDP ロギングとは

• 760ページのインフラネット コントローラーにおける IDP ログ情報の利用とは

• 693ページのIDP アプリケーション レベルの DDoS 攻撃の概要

IDP ログ抑止属性

• IDP ログ抑止属性とは 752ページ

• 例:IDP ログ抑止属性の構成 753ページ

IDP ログ抑止属性とは

ログ抑止機能では、繰り返し発生する同じイベントや同じ攻撃に生成されるログ数を最小限に

抑えることができます。ログ抑止機能はデフォルトで有効になっています。必要に応じてログ

を抑止するように各ログ抑止属性は構成できます。報告の頻度を高く設定した状態でログ抑止

機能を有効にすると、センサー パフォーマンスが低下することがあります。ログ抑止機能を構

成するときはこのことに注意してください。
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構成できるログ抑止属性は以下のとおりです。

• 定義アドレスを組み込み、一方でログ抑止を実施—一致ソース アドレスとともにイベントを

対象にログ レコードを選択できます。ログ抑止でイベントを照合するとき、IDP センサー

は、デフォルトで宛先は無視します。

• ログ抑止開始後のログ発生回数—ログ抑止開始までに特定のイベントが発生しなければならな

いインスタンスの数を指定できます。デフォルトで、ログ抑止は最初の発生後に開始します。

• ログ抑止を適用できるログの最大数—ログ抑止を有効にすると、IDP（Intrusion Detection

and Prevention）はログ レコードをキャッシュします。これは、同じイベントが繰り返し発

生したときにそれを見分けるためです。IDP が同時に追跡するログ レコードの最大数を指定

できます。デフォルトで、IDP が操作できるログ レコードの最大数は 16,384 レコードで

す。

• 抑止したログを報告する時間—ログ抑止を有効にすると、IDP は同じイベントの発生回数を数

えます。指定した時間（単位秒）が過ぎると、IDP は発生回数をおさめたログ エントリを 1

つ書き込みます。デフォルトで、IDP は抑止されたログを 5 秒後にレポートします。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 749ページのIDP ロギングとは

• 627ページのIDP ポリシーの概要

• 634ページのIDP ポリシー ルールとは

• 753ページの例:IDP ログ抑止属性の構成

例:IDP ログ抑止属性の構成

この例では、ログ抑止属性の構成方法を紹介します。

要件

事前準備:

• ネットワークを構成します。セキュリティ デバイス向けの Junos OS インターフェース構成

ガイドを参照してください。

• シグネチャ データベースをダウンロードします。715ページの「IDP シグネチャ データベー

ス手動アップデートの概要」を参照してください。

概要

ログ抑止機能では、繰り返し発生する同じイベントや同じ攻撃に生成されるログ数を最小限に

抑えることができます。ログ抑止機能はデフォルトで有効になっています。必要に応じてログ

を抑止するように各ログ抑止属性は構成できます。

この例では、あるイベントが 2 回発生してから開始するようにログ抑止を構成し、ログが 20

秒後に報告されるよう指定します。
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構成

ステップごとの手順 ログ抑止属性を構成するには:

1. ログ抑止を開始するまでのログ回数を指定します。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration log suppression start-log 2

2. 抑止されたログを報告する最大回数を指定します。

[edit]

user@host# set security idp sensor-configuration log suppression max-time-report

20

3. デバイスの構成が終了したら、構成をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

ログ統計値を確認するには、show security idp counters log コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 715ページのIDP シグネチャ データベース手動アップデートの概要

• 646ページの例:IDP IPS ルールベースのルールの定義

• 752ページのIDP ログ抑止属性とは

セキュリティ パケット キャプチャ

• セキュリティ パケット キャプチャとは 754ページ

• 例:セキュリティ パケット キャプチャの構成 755ページ

• 例:データパス デバッグのためのパケット キャプチャの構成 757ページ

• セキュリティ パケット キャプチャの確認 760ページ

セキュリティ パケット キャプチャとは

攻撃前後のパケットを調べると、しかけられた攻撃の目的や範囲、攻撃が成功したかどうか、

攻撃でネットワークが被害を受けたかどうかを知ることができます。パケット解析は、偽陽性

を最小限に抑えるための攻撃シグネチャを定義する上でも有効です。

攻撃をログしたときにパケット キャプチャ機能を有効にしておくと、当該セッションの前後に

指定した数のパケットをキャプチャできます。収集し終わったパケットはすべて、デバイス管

理インターフェース（DMI）でオフライン解析用のホスト デバイスに転送されます。

IDP ポリシー ルールの通知オプションは、ルールが一致するとパケット キャプチャを有効に

します。このオプションでは、さらにキャプチャするパケット数や、関連セッションにおける

パケット キャプチャ間隔も定義できます。
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IDP センサー構成は、パケット キャプチャのデバイス指定を定義します。このコマンドのオプ

ションで、パケット キャプチャに割り当てるメモリを指定できます。さらに両者間でパケット

キャプチャ オブジェクトが転送されるソース デバイスとホスト デバイスを指定できます。

show コマンドは、デバイス上のパケット キャプチャ アクティビティの進捗状況、成功、失敗

パケット キャプチャ カウンターを表示します。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 749ページのIDP ロギングとは

• 755ページの例:セキュリティ パケット キャプチャの構成

• 757ページの例:データパス デバッグのためのパケット キャプチャの構成

• 760ページのセキュリティ パケット キャプチャの確認

例:セキュリティ パケット キャプチャの構成

この例では、セキュリティ パケット キャプチャの構成方法を説明します。

• 要件 755ページ

• 概要 755ページ

• 構成 755ページ

• 確認 757ページ

要件

作業に入る前に、ネットワーク インターフェースを構成します。セキュリティ デバイス向け

の Junos OS インターフェース構成ガイドを参照してください。

概要

この例では、ポリシー pol0 のルール 1 のパケット キャプチャを構成します。このルールの

指定は、攻撃が発生すると、攻撃前の 10 パケットと攻撃後の 3 パケットをキャプチャし、攻

撃後のキャプチャは 60 秒後にタイムアウトになる内容です。センサー構成は変更になり、空

きメモリの 5 パーセントと、IDP セッションの 15 パーセントをパケット キャプチャに割り

当てます。パケット キャプチャ オブジェクトの準備ができたら、デバイス 10.56.97.3 から

デバイス 10.24.45.7 のポート 5 に転送します。

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、セキュリティ パケット キャプチャを簡

単に構成できます。

[edit]

set security idp idp-policy pol0 rulebase-ips rule 1 then notification packet-log pre-attack

10 post-attack 3 post-attack-timeout 60

set security idp sensor-configuration packet-log total-memory 5 max-sessions 15

source-address 10.56.97.3 host 10.24.45.7 port 5
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ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、構成モー

ドによる CLI エディタの使用を参照してください。

セキュリティ パケット キャプチャを構成するには:

1. 構成階層のポリシー pol0 のルール 1 の通知レベルに移動します。

[edit]

user@host# edit security idp idp-policy pol0 rulebase-ips rule 1 then notification

2. 各パケット キャプチャにサイズとタイミングの制限を定義します。

user@host# edit security idp idp-policy pol0 rulebase-ips rule 1 then notification

user@host# set packet-log pre-attack 10 post-attack 3 post-attack-timeout 60

3. security idp sensor-configuration を有効にします。

[edit]

user@host# edit security idp sensor-configuration

4. パケット キャプチャに使用するデバイス リソースを割り当てます。

[edit security idp sensor-configuration]

user@host# set packet-log total-memory 5 max-sessions 15

5. パケット キャプチャ オブジェクトを転送するソース デバイスとホスト デバイスを特定

します。

[edit security idp sensor-configuration]

user@host# set packet-log source-address 10.56.97.3 host 10.24.45.7 port 5

結果 構成モードで、show security idp コマンドを入力して構成を確認します。思ったような構成が

表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。

[edit]

user@host# show security idp

idp-policy pol0 {

rulebase-ips {

rule 1 {

then {

notification {

packet-log {

pre-attack 10;

post-attack 3;

post-attack-timeout 60;

}

}

}

}

}

}

sensor-configuration {

packet-log {

total-memory 5;

max-sessions 15;

source-address 10.56.97.3;

host {

10.24.45.7;
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port 5;

}

}

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• セキュリティ パケット キャプチャの確認 757ページ

セキュリティ パケット キャプチャの確認

目的 セキュリティ パケット キャプチャを確認します。

アクション 動作モードで、show security idp counters packet-log コマンドを入力します。

user@host> show security idp counters packet-log

IDP counters: Value

Total packets captured since packet capture was activated 0

Total sessions enabled since packet capture was activated 0

Sessions currently enabled for packet capture 0

Packets currently captured for enabled sessions 0

Packet clone failures 0

Session log object failures 0

Session packet log object failures 0

Sessions skipped because session limit exceeded 0

Packets skipped because total memory limit exceeded 0

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 754ページのセキュリティ パケット キャプチャとは

• 757ページの例:データパス デバッグのためのパケット キャプチャの構成

• 760ページのセキュリティ パケット キャプチャの確認

例:データパス デバッグのためのパケット キャプチャの構成

この例では、デバイスを通過するトラフィックを監視するパケット キャプチャの構成方法を説

明します。パケット キャプチャは、パケットを、あとで tcpdump ユーティリティで検査でき

る PCAP ファイル形式にダンプします。

• 要件 757ページ

• 概要 758ページ

• 構成 758ページ

• 確認 759ページ

要件

開始前に、21ページの「データ パスのデバッグ（CLI 手順）」を参照してください。
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概要

トラフィックをフィルタリングするフィルターを定義します。次に、フィルタリングしたトラ

フィックに、アクション プロファイルを適用します。アクション プロファイルは、処理ユニッ

ト上でさまざまなアクションを指定します。サポート対象アプリケーションのひとつがパケッ

ト ダンプです。これは、パケットをルーティング エンジンに送信し、show security

datapath-debug capture コマンドで読めるプロプライエタリ形式で保存します。

構成

CLI 簡単構成 以下のコマンドをコピーして CLI にペーストすると、パケット キャプチャを簡単に構成でき

ます。

[edit]

set security datapath-debug capture-file my-capture

set security datapath-debug capture-file format pcap

set security datapath-debug capture-file size 1m

set security datapath-debug capture-file files 5

set security datapath-debug maximum-capture-size 400

set security datapath-debug action-profile do-capture event np-ingress packet-dump

set security datapath-debug packet-filter my-filter action-profile do-capture

set security datapath-debug packet-filter my-filter source-prefix 1.2.3.4/32

ステップごとの手順 以下の例では、構成階層のレベル間を移動する必要があります。移動方法については、構成モー

ドによる CLI エディタの使用を参照してください。

パケット キャプチャを構成するには:

1. パケット処理パス上の複数の処理ユニットに security datapath-debug オプションを編

集します。

[edit]

user@host# edit security datapath-debug

2. キャプチャ ファイル、ファイル サイズ、ファイル数を有効にします。サイズの値は、

キャプチャ ファイルのサイズの許容上限です。指定した上限サイズに達すると、キャプ

チャ ファイルはファイル名 x に変更されます。ここで、x は指定インデックスに達する

まで自動的に増分され、ゼロにリセットされます。ファイル インデックスを指定してい

ない場合、サイズ上限に達するとパケットは廃棄されます。デフォルト サイズは 512 キ

ロバイトです。

[edit security datapath-debug]

user@host# set capture-file my-capture format pcap size 1m files 5

[edit security datapath-debug]

user@host# set maximum-capture-size 400

3. アクション プロファイルを有効にしてイベントを設定します。アクション プロファイル

を do-capture に設定し、イベント タイプを np-ingress に設定します。

[edit security datapath-debug]

user@host# edit action-profile do-capture

[edit security datapath-debug action-profile do-capture]

user@host# edit event np-ingress

4. アクション プロファイルにパケット ダンプを有効にします。
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[edit security datapath-debug action-profile do-capture event np-ingress]

user@host# set packet-dump

5. パケット フィルター、アクション、フィルター オプションを有効にします。パケット

フィルターの設定は my-filter、アクション プロファイルの設定は do-capture、フィル

ター オプションの設定は source-prefix 1.2.3.4/32 になります。

[edit security datapath-debug]

user@host# set security datapath-debug packet-filter my-filter action-profile

do-capture

[edit security datapath-debug]

user@host# set security datapath-debug packet-filter my-filter source-prefix

1.2.3.4/32

結果 show security datapath-debug コマンドを入力して、構成モードで、構成を確認します。思った

ような構成が表示されない場合は、この例の構成命令を繰り返して修正してください。show

security datapath-debug コマンドを入力すると以下の出力を確認できます。

security datapath-debug {

capture-file my-capture format pcap size 1m files 5;

maximum-capture-size 100

action-profile do-capture {

event np-ingress {

packet-dump

}

}

packet-filter my-filter {

source-prefix 1.2.3.4/32

action-profile do-capture }

}

構成が終了したら、構成モードで commit を入力してください。

確認

検査を実行して、構成が正しく機能していることを確認します。

• パケット キャプチャの確認 759ページ

パケット キャプチャの確認

目的 パケット キャプチャが機能していることを確認します。

アクション 動作モードで、request security datapath-debug capture start コマンドを入力してパケット

キャプチャを開始し、request security datapath-debug capture stop コマンドを入力してパケッ

ト キャプチャを停止します。

結果を確認するには、CLI 動作モードで、ローカル UNIX シェルをアクセスし、ディレクトリ

/var/log/my-capture に移動します。 tcpdump ユーティリティで結果を確認できます。

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 21ページのデータ パスのデバッグ（CLI 手順）
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• 20ページのSRX シリーズ サービス ゲートウェイのデータ パス デバッグとは

• 754ページのセキュリティ パケット キャプチャとは

• 755ページの例:セキュリティ パケット キャプチャの構成

• 760ページのセキュリティ パケット キャプチャの確認

セキュリティ パケット キャプチャの確認

目的 CLI プロンプトで以下の show コマンドを実行してパケット キャプチャ統計値を監視します。

アクション user@host> show security idp counters packet-log

IDP counters: Value

Total packets captured since packet capture was activated 0

Total sessions enabled since packet capture was activated 0

Sessions currently enabled for packet capture 0

Packets currently captured for enabled sessions 0

Packet clone failures 0

Session log object failures 0

Session packet log object failures 0

Sessions skipped because session limit exceeded 0

Packets skipped because total memory limit exceeded 0

関連項目 SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

•

• 754ページのセキュリティ パケット キャプチャとは

• 755ページの例:セキュリティ パケット キャプチャの構成

• 757ページの例:データパス デバッグのためのパケット キャプチャの構成

インフラネット コントローラーにおける IDP ログ情報の利用とは

UAC（Unified Access Control）アプライアンスのインフラネット コントローラーでは、Juniper

Networks デバイスから送信された IDP（Intrusion Detection and Prevention）攻撃ログ情報

で IDP ログが攻撃が検出済みであることを示したトラフィックにアクセス ポリシーを適用で

きます。通信のセキュア チャネルにより、これらの IDP ログはインフラネット コントロー

ラーに直接、安全に送信されます。IDP 攻撃ログは、JUEP 通信チャネルでインフラネット コ

ントローラーに送信されます。

このトピックは以下のセクションに分かれています。

• インターネット コントローラーに対するメッセージ フィルタリング 760ページ

• インフラネット コントローラ ロギングの構成 761ページ

インターネット コントローラーに対するメッセージ フィルタリング

IDP ログ メッセージを受信するようインフラネット コントローラーを構成する際に、インフ

ラネット コントローラーに一定のフィルタリング パラメータを設定します。このフィルタリ

ング設定がないと、インフラネット コントローラーは多数のログ メッセージを受信します。

フィルタリング パラメータの内容を以下に示します。
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• IDP からの通信は、IDP が認証したセッションの通信のみをインフラネット コントローラー

が受信する。詳細については、統合アクセス制御管理ガイドを参照してください。

• 重大度を基準に IDP ログ ファイルを受信するインフラネット コントローラー フィルター

を作成する。たとえば、インフラネット コントローラーで重大度をハイに設定すると、IDP

はハイ以上の重大度のログのみを送信します。詳細については、統合アクセス制御管理ガイ

ドを参照してください。

• インフラネット コントローラーから、IDP ログの受信を無効にできます。詳細については、

統合アクセス制御管理ガイドを参照してください。

インフラネット コントローラ ロギングの構成

IDP ログの受信とフィルタリングの構成は、すべてインフラネット コントローラーで実行しま

す。IDP ログを受信するための構成情報と、JUEP 通信チャネルの詳細については、統合アクセ

ス制御管理ガイドを参照してください。

関連項目 • SRX シリーズ デバイスと J シリーズ デバイス向けの Junos OS 機能サポートのリファレン

ス

• 752ページのIDP ログ抑止属性とは

• 749ページのIDP ロギングとは

• 750ページのアプリケーション レベル DDoS ロギングとは
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第8部

統合型脅威管理

• 統合型脅威管理概要 765ページ

• スパム対策フィルタリング 771ページ

• 完全ウィルス対策保護 789ページ

• エクスプレス ウィルス対策保護 847ページ

• コンテンツ フィルタリング 869ページ

• Web フィルタリング 883ページ
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第29章

統合型脅威管理概要

• 統合型脅威管理概要 765ページ

• UTM カスタム オブジェクトについて 766ページ

• UTM ライセンス 767ページ

• UTM 機能の WELF ロギング 768ページ

統合型脅威管理概要

統合型脅威管理（UTM）は、複数のセキュリティ機能を 1 つのデバイスに統合する場合に使用

する用語で、複数の脅威タイプに対して保護を提供します。UTM の利点は、これら複数のセキュ

リティ機能を効率的にインストールし管理することです。

UTM ソリューションの一部として提供されるセキュリティ機能は次のとおりです。

• スパム対策—E メールスパムとは迷惑な内容のメッセージを含む E メールで、通常は販売目

的の業者、悪質な業者、あるいは詐欺組織から送信されます。スパム対策機能では、転送さ

れた E メール メッセージを調べ、E メールのスパムを識別します。デバイスは、スパムと

思われるメッセージを検出すると、メッセージをドロップするか、メッセージのヘッダーま

たは件名フィールドに事前プログラムされた文字列でタグを付けます。スパム対策機能は、

常に更新されている SBL（spam block list）を使用します。Sophos は、IP ベースの SBL

を更新し、維持します。スパム対策機能は、個別ライセンスの登録サービスです。

• 完全ファイルベースのウィルス対策—ウィルスは、他の実行可能コードを感染させるか、そこ

に自らを添付して、自己複製できるようにする実行可能コードです。一部の悪質なウィルス

はファイルを消去したり、システムをロックしたりします。また、ファイルを感染させたり、

ターゲット ホストやネットワークを偽のデータで過負荷状態にするウィルスもあります。完

全ファイルベースのウィルス対策機能は、特定のアプリケーション レイヤのトラフィックに

対して、ファイルベースのスキャンを実行し、ウィルス署名データベースに照らしてウィル

スがないかどうか調べます。そして、E メール ファイル添付など元のアプリケーション コ

ンテンツを再構築するまで、受信したデータ パケットを収集し、このコンテンツをスキャン

します。Kaspersky Lab が内部スキャン エンジンを提供します。完全ファイルベースのウィ

ルス対策スキャン機能は、個別ライセンスの登録サービスです。

• エクスプレス ウィルス対策—エクスプレス ウィルス対策スキャンは、CPU の使用がより少な

い、完全ファイルベースのウィルス対策機能の代替機能として提供されています。エクスプ

レス ウィルス対策機能は、完全ウィルス対策機能と同様、特定のアプリケーション レイヤ

のトラフィックをスキャンして、ウィルス署名データベースに照らしてウィルスがないかど

うか調べます。ただし、完全ウィルス対策と異なり、エクスプレス ウィルス対策は元のアプ
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リケーション コンテンツの再構築は行いません。その代り、受信したデータ パケットをそ

のまま、スキャン エンジンに送信（ストリーム）します。エクスプレス ウィルス対策を使

用すると、ウィルス スキャンは、ハードウェア パターン マッチング エンジンにより実行

されます。これにより、スキャン中のパフォーマンスが向上しますが、提供されるセキュリ

ティ レベルは低下します。Juniper Networks がスキャン エンジンを提供します。エクスプ

レス ウィルス対策スキャン機能は、個別ライセンスの登録サービスです。

• コンテンツ フィルタリング—コンテンツ フィルタリングによって、MIME タイプ、ファイル

拡張、プロトコル コマンド、および埋め込みオブジェクト タイプに基づいて、特定のトラ

フィック タイプをブロックまたは許可します。コンテンツ フィルタリングには、個別ライ

センスは必要ありません。

• Web フィルタリング—Web フィルタリングを使用して、不適切な Web コンテンツへのアクセ

スを防止することにより、インターネットの使用を管理できます。Web フィルタリング ソ

リューションには 3 タイプあります。統合型 Web フィルタリング ソリューションの場合、

Web アクセスのブロックまたは許可の意思決定は、URL のカテゴリがユーザー定義のカテゴ

リかカテゴリ サーバー（Websense が CPA サーバーを提供）のカテゴリかをデバイスが識別

して行います。統合型 Web フィルタリング機能は、個別ライセンスの登録サービスです。転

送型 Web フィルタリング ソリューションは、HTTP 要求をインターセプトして、サーバー

URL を Websense が提供する外部 URL フィルタリング サービスに転送し、要求された Web

アクセスをブロックするか許可するか判断します。転送型 Web フィルタリングには、個別ラ

イセンスは必要ありません。Juniper ローカル Web フィルタリングを使用すると、Web アク

セスのブロックまたは許可の意思決定は、デバイスに保存されたユーザー定義のカテゴリか

ら URL のカテゴリを識別して、デバイスで行われます。ローカル フィルタリングの場合は、

追加の Juniper ライセンスやリモート カテゴリ サーバーは必要ありません。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

UTM カスタム オブジェクトについて

大部分の UTM 機能を設定する前に、当該機能にカスタム オブジェクトを設定する必要があり

ます。カスタム オブジェクトは、UTM 機能の大域パラメータです。つまり、設定したカスタム

オブジェクトは、個々のポリシーのみではなく、適宜、すべての UTM ポリシーに適用できると

いうことです。

以下の UTM 機能は、特定のカスタム オブジェクトを使用しています。

• ウィルス対策（「791ページの「完全ウィルス対策パターンの更新設定概要」」参照）

• Web フィルタリング（「887ページの「例：統合型 Web フィルタリングの設定」」参照）

• スパム対策（「773ページの「サーバーベースのスパム対策フィルタリングの設定概要」」参

照）

• コンテンツ フィルタリング（「872ページの「コンテンツフィルタリングの設定概要」」参

照）

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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UTM ライセンス

• UTM ライセンスについて 767ページ

• UTM ライセンスの更新（CLI 手順） 767ページ

UTM ライセンスについて

大部分の UTM 機能は、ライセンスが必要な登録サービスです。登録ライセンス SKU を購入し

たら、このライセンスを更新できます。顧客サービス LMS インターフェースに認証コードと

シャーシのシリアル番号を入力して、ライセンスを更新できます。資格が確認されたら、デバ

イスの CLI を使用して、LMS サーバーにライセンス更新要求を送信できます。LMS サーバーは

登録ライセンスを直接デバイスに送信します。

注: UTM には 1 GB のメモリが必要です。 ご使用の J2320、J2350、または J4350

デバイスのメモリが 512 MB しかない場合は、1 GB にアップグレードして、UTM を

実行してください。

表87: UTM 機能登録サービスのライセンス要件

ライセンスが必要UTM 機能

はいスパム対策

はいウィルス対策 : 完全

はいウィルス対策 : エクスプレス

いいえコンテンツ フィルタリング

はいWeb フィルタリング : 統合型

いいえWeb フィルタリング : 転送型

いいえWeb フィルタリング : ローカル

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

UTM ライセンスの更新（CLI 手順）

UTM 登録ライセンスをデバイスに適用するには、次の CLI コマンドを使用します。

user@host> request system license update

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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UTM 機能の WELF ロギング

• UTM 機能の WELF ロギングについて 768ページ

• 例 : UTM 機能の WELF ロギングの設定 768ページ

UTM 機能の WELF ロギングについて

UTM 機能は、WELF 規格を サポートします。WELF リファレンスは、 WebTrends 業界標準ログ

ファイル交換フォーマットを定義します。このフォーマットにロギングするシステムは、Firewall

Suite 2.0 以降、Firewall Reporting Center 1.0 以降、Security Reporting Center 2.0 以

降と互換性があります。

WELF ログ ファイルはレコードから構成されます。各レコードはファイル内の一行です。レコー

ドは常に発生順です。一番最初のレコードは、ファイルの最初のレコードです。一番最近のレ

コードは、ファイルの最後のレコードです。WELF では、ログ ファイル名やログ ファイル ロー

テーション ポリシーに制約はありません。

注: 各 WELF レコードはフィールドから構成されます。レコード識別フィールド

（id=）は、レコードの最初のフィールドである必要があります。他のすべてのフィー

ルドの順序は任意です。

以下に WELF レコードの例を示します。

id=firewall time="2000-2-4 12:01:01" fw=192.168.0.238 pri=6 rule=3 proto=http

src=192.168.0.23 dst=6.1.0.36 rg=www.webtrends.com/index.html op=GET result=0 rcvd=1426

WELF レコード例のフィールドには、次の必須要素があります（他のすべてのフィールドはオプ

ション）。

• id（レコードの識別子）

• time（日時

• fw（ファイアウォール IP アドレスまたは名前）

• pri （レコードの優先順位）

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : UTM 機能の WELF ロギングの設定

この例では、UTM 機能に WELF ロギングを設定する方法を示します。

• 要件 769ページ

• 概要 769ページ

• 設定 769ページ

• 確認 770ページ
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要件

開始前に、WELF ログファイルおよびレコードを作成するために使用するフィールドをレビュー

してください。「768ページの「UTM 機能の WELF ロギングについて」」を参照してください。

概要

WELF ログ ファイルはレコードから構成されます。各レコードはファイル内の一行です。レコー

ドは常に発生順です。一番最初のレコードは、ファイルの最初のレコードです。一番最近のレ

コードは、ファイルの最後のレコードです。WELF では、ログ ファイル名やログ ファイル ロー

テーション ポリシーに制約はありません。この例では、重大度は緊急で、セキュリティ ログ

ストリームの名前は、「stream-utm-welf」です。

設定

CLI 簡単構成 UTM 機能の WELF ロギングをすばやく設定するには、次のコマンドをコピーして CLI に貼り付

けます。

[edit]

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security severity emergency

set security log source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security severity emergency host 5.6.7.8

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

UTM 機能に WELF ロギングを設定するには、次の操作を行います。

1. セキュリティ ログ ソースの IP アドレスを設定します。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4

注: WELF ロギング メッセージを専用 WebTrends サーバーに保存する必要が

あります。

2. セキュリティ ログ ストリームに名前を付けます。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf

3. ログ メッセージのフォーマットを設定します。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf

4. 送信するログ メッセージのカテゴリを設定します。

[edit security log]
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user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security

5. 送信するログ メッセージの重大度を設定します。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security severity emergency

6. ログ メッセージ送信先の専用 WebTrends サーバーのホスト アドレスを入力します。

[edit security log]

user@host# set source-address 1.2.3.4 stream utm-welf format welf category

content-security severity emergency host 5.6.7.8

結果 設定モードで、show security log コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定が表

示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

user@host# show security log

stream utm-welf {

severity emergency;

format welf;

category content—security;

host {

5.6.7.8;

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• セキュリティ ログの確認 770ページ

セキュリティ ログの確認

目的 UTM 機能の WELF ログが完了していることを確認する。

アクション 動作モードで、show security utm status コマンドを入力し、UTM サービスが実行されているか

どうかを確認します。

関連項目 • SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン

• 765ページの統合型脅威管理概要
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第30章

スパム対策フィルタリング

• スパム対策フィルタリング概要 771ページ

• サーバーベースのスパム フィルタリング 771ページ

• ローカル リストのスパム フィルタリング 779ページ

• スパム メッセージの処理について 787ページ

スパム対策フィルタリング概要

スパムとは迷惑な内容のメッセージを含む E メールで、通常は販売目的の業者、悪質な業者、

あるいは詐欺組織から送信されます。スパム対策機能では、転送された E メール メッセージ

を調べ、スパムを識別します。デバイスは、スパムと思われるメッセージを検出すると、E メー

ル メッセージをブロックするか、メッセージのヘッダーまたは件名に事前プログラムされた文

字列でタグを付けます。

スパム対策フィルタリングを使えば、サードパーティのサーバーベースの SBL（スパム ブロッ

ク リスト）を使用することも、オプションで E メール メッセージをフィルタリングするため

に独自のローカル ホワイトリスト(無害）およびブラックリスト（有害）を作成することもで

きます。このスパム対策機能は、ご使用のスパム対策サーバーに取って代わるのではなく補完

するものです。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

サーバーベースのスパム フィルタリング

• サーバーベースのスパム対策フィルタリングについて 772ページ

• サーバーベースのスパム対策フィルタリング設定概要 773ページ

• 例 : サーバーベースのスパム対策フィルタリングの設定 773ページ
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サーバーベースのスパム対策フィルタリングについて

注: サーバーベースのスパム フィルタリングは、IP ベースのスパム ブロック リ

ストのブラックリストのみルックアップします。Sophos は、IP ベースのスパム ブ

ロック リストを更新し、維持します。サーバーベースのスパム対策フィルタリング

は、個別ライセンスの登録サービスです。スパム対策ライセンス キーの期限が切れ

ても、引き続きローカルで定義されたブラックリストおよびホワイトリストを使用

できます。

サーバーベースのスパム対策フィルタリングでは、SBL（スパム ブロック リスト）サーバーと

インターネットで接続する必要があります。SBL サーバーにアクセスするには、DNS（ドメイン

名サーバー）が必要です。ファイアウォールが、DNS プロトコルによって SBL ルックアップを

実行します。ルックアップは、権限のあるドメインとして SBL サーバーを名を追加して、E

メール送信者（または中継エージェント）の IP アドレスに対して実行されます。次に DNS

サーバーは各要求を SBL サーバーに転送します。SBL サーバーは DNS 応答をデバイスに返し

ます。すると、デバイスは DNS 応答を解釈し、E メール送信者がスパマーであるかどうかを判

断します。

ブロック リストに含まれる IP アドレスは、通常、メールサーバーに無効なアドレスまたは簡

単に攻撃されるアドレスと見なされます。SBL でスパマーとして IP アドレスをリストする基

準は、次のとおりです。

• SMTP オープン リレー サービスを実行している

• オープン プロキシ サーバー（さまざまな種類）を実行している

• ウィルス、ワーム、トロイの木馬、スパイウェアによって攻撃されている可能性のあるゾン

ビ ホストである

• 動的 IP 範囲を使用している

• 既知の IP アドレスで確認されているスパム ソースである

デフォルトでは、デバイスはまず受信 E メールをローカルのホワイトリストとブラックリスト

に照らしてチェックします。ローカル リストがない場合、または、送信者がローカル リスト

にない場合、デバイスは次にインターネットで SBL サーバーを照会します。サーバーベースの

スパム フィルタリングとローカル リストのスパム フィルタリングの両方が有効な場合、次の

順序でチェックが実行されます。

1. ローカル ホワイトリストがチェックされます。一致がある場合、それ以降のチェックは行

われません。一致がない場合…

2. ローカル ブラックリストがチェックされます。一致がある場合、それ以降のチェックは行

われません。一致がない場合…

3. SBL サーバー リストがチェックされます。

注: SBL サーバーのマッチングは、スパム対策ライセンス キーの期限が切れると停

止します。
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関連項目 773ページのサーバーベースのスパム対策フィルタリング設定概要•

• 773ページの例 :サーバーベースのスパム対策フィルタリングの設定

• SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン

サーバーベースのスパム対策フィルタリング設定概要

各 UTM 機能について、次の順序で機能パラメータを設定します。

1. 機能に UTM カスタム オブジェクトを設定します。

user@host# set security utm custom-objects

2. 機能プロファイルを使用して、主要機能パラメータを設定します。

user@host# set security utm feature-profile anti-spam

3. 各プロトコルに UTM ポリシーを設定し、このポリシーをプロファイルに添付します。

user@host# set security utm utm-policy utmp1 anti-spam smtp-profile smtp1

注: スパム対策フィルタリングは、SMTP プロトコルでのみサポートされていま

す。

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p1 then permit

application-services utm-policy utmp1

関連項目 772ページのサーバーベースのスパム対策フィルタリングについて•

• 773ページの例 :サーバーベースのスパム対策フィルタリングの設定

• SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン

例 : サーバーベースのスパム対策フィルタリングの設定

この例では、サーバーベースのスパム対策フィルタリングを設定する方法について示します。

• 要件 773ページ

• 概要 774ページ

• 設定 774ページ

• 確認 778ページ

要件

開始前に、各 UTM 機能の機能パラメータの設定方法をレビューしてください。「773ページの

「サーバーベースのスパム対策フィルタリング設定概要」」を参照してください。
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概要

サーバーベースのスパム対策フィルタリングでは、SBL（スパム ブロック リスト）サーバーと

インターネットで接続する必要があります。SBL サーバーにアクセスするには、DNS（ドメイン

名サーバー）が必要です。

設定

CLI 簡単構成 サーバーベースのスパム対策フィルタリングをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピー

して CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1 sbl-default-server

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1 sbl-default-server

spam-action block

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1 sbl-default-server

custom-tag-string ***spam***

set security utm utm-policy spampolicy1 anti-spam smtp-profile sblprofile1

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy1 match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy1 match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy1 match

application junos-smtp

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy1 then

permit application-services utm-policy spampolicy1

J-Web 簡単構成 サーバーベースのスパム対策フィルタリングを設定するには、次の操作を行います。

1. プロファイルと SBL サーバーのルックアップの有効/無効を設定します。[Configure（設

定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Anti-Spam（スパム対策）] を選択しま

す。

a. [Anti-Spam profiles configuration（スパム対策プロファイル設定）] ウィンドウで、

[Add（追加）] をクリックして、SBL サーバーのプロファイルを設定するか、[Edit（編

集）] をクリックして既存項目を変更します。

b. [Profile name（プロファイル名）] ボックスに、作成するスパム対策プロファイルの一

意の名前を入力します。

c. デフォルト サーバーを使用している場合は、[Default SBL server（デフォルト SBL

サーバー）] 横の [Yes（はい）] を選択します。デフォルトのサーバーを使用していな

い場合は、[No（いいえ）] を選択します。

注: SBL サーバーはデバイスであらかじめ定義されています。デバイスには、

SBL サーバーの名前とアドレスがあらかじめ設定されて出荷されます。[Yes

（はい）] を選択しない場合は、サーバーベースのスパム フィルタリングが

無効になります。ローカル リストのみ使用する場合、または、サーバーベー

スのスパム フィルタリングのライセンスがない場合のみ、無効にしてくださ

い。
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d. [Custom tag string（カスタム タグ文字列）] ボックスに、メッセージをスパムと識別

するカスタム文字列を入力します。デフォルトでは、「***SPAM***」が使用されます。

e. スパム対策アクション リストで、スパムを検出した場合にデバイスが取るべきアクショ

ンを選択します。オプションには、件名にタグを付ける、E メールをブロックする、ヘッ

ダーにタグを付ける、があります。

2. スパム対策プロファイルを添付する SMTP の UTM ポリシーを設定します。

a. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [Policy（ポリシー）] >[UTM

Policies（UTM ポリシー）] を選択します。

b. [UTM policy configuration（UTM ポリシー設定）] ウィンドウで、[Add（追加）] をク

リックします。

c. [Policy Configuration（ポリシー設定）] ウィンドウで、[Main（メイン）] タブを選

択します。

d. [Policy name（ポリシー名）] ボックスに、UTM ポリシーの一意の名前を入力します。

e. [Session per client limit（クライアント当たりのセッション制限）] ボックスに、ク

ライアント当たりのセッションの制限を入力します。有効な値の範囲は 0 ～ 2000 で

す。

f. [Session per client over limit（クライアント当たりのセッション制限）] リストで、

この UTM ポリシーのクライアント当たりのセッション制限を超えた場合にデバイスが取

るべきアクションを選択します。オプションには、ログして許可、および、ブロックが

あります。

g. ポップアップ ウィンドウで、[Anti-Spam profiles（スパム対策プロファイル）] タブ

を選択します。

h. [SMTP profile（SMTP プロファイル）] リストで、この UTM ポリシーに添付するスパム

対策プロファイルを選択します。

3. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

a. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [Policy（ポリシー）] > [FW

Policies（ポリシー転送）] を選択します。

b. [Security Policy（セキュリティ ポリシー）] ウィンドウで、[Add（追加）] をクリッ

クして、UTM でセキュリティポリシーを設定するか、[Edit（編集）] をクリックして、

既存ポリシーを変更します。

c. [Policy（ポリシー）] タブで、[Policy Name（ポリシー名）] ボックスに名前を入力し

ます。

d. [From Zone（送信元ゾーン）] の横で、リストからゾーンを選択します。

e. [To Zone（送信先ゾーン）] の横で、リストからゾーンを選択します。

f. ソース アドレスを選択します。

g. 宛先アドレスを選択します。
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h. [Application Sets（アプリケーション セット）] ボックスで [junos-smtp]（スパム対

策用）を選択してアプリケーションを選択し、[Matched（一致）] ボックスに移動しま

す。

i. [Policy Action（ポリシー アクション）] の横で、次の 1 つを選択します。[Permit

（許可）]、[Deny（拒否）]、または [Reject（拒否）]。

注: ポリシー アクションに [Permit（許可）] を選択すると、[Applications

Services（アプリケーション サービス）] タブで、[UTM Policy（UTM ポリ

シー）] など複数の追加フィールドが利用可能になります。

j. [Application Services（アプリケーション サービス）] タブを選択します。

k. [UTM Policy（UTM ポリシー）] の横で、リストから適切なポリシーを選択します。これ

により、UTM ポリシーがセキュリティ ポリシーに添付されます。

l. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。

m. ポリシーが正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてくださ

い。プロファイルが正常に保存されない場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details

（詳細）] をクリックし、理由を調べます。

注:

• 新しいポリシーを適用するには、それを有効にする必要があります。

• SRX シリーズのデバイスでは、ポリシーが正常に保存されたことを通知す

る確認ウィンドウは自動的に消えます。

n. デバイスの設定を終了したら、[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

サーバーベースのスパム対策フィルタリングを設定するには、次の操作を行います。

1. プロファイルを作成します。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1

2. デフォルトの SBL サーバー ルックアップを有効または無効にします。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1

sbl-default-server
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注: サーバーベースのスパム対策フィルタリングを使用している場合は、

「sbl-default-server」と入力して、デフォルトの SBL サーバーを有効にする

必要があります。（SBL サーバーはデバイスであらかじめ定義されています。

デバイスには、SBL サーバーの名前とアドレスがあらかじめ設定されて出荷さ

れます。）ローカル リストのみ使用している場合、または、サーバーベース

のスパム フィルタリングのライセンスがない場合のみ、

「no-sbl-default-server」オプションを使用して、サーバーベースのスパム対

策フィルタリングを無効にする必要があります。

3. スパムが検出された場合にデバイスが取るべきアクションを設定します（ブロック、ヘッ

ダーにタグ付け、件名にタグ付け）。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1sbl-default-server

spam-action block

4. メッセージをスパムと識別するためのカスタム文字列を設定します。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile sblprofile1

sbl-default-server custom-tag-string ***spam***

5. UTM ポリシーにスパム機能プロファイルを添付します。

[edit security]

user@host# set utm utm-policy spampolicy1 anti-spam smtp-profile sblprofile1

6. UTM にセキュリティポリシーを設定し、UTM ポリシーを添付します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy1 match source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy1 match destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy1 match application junos-smtp

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy1 then permit application-services utm-policy spampolicy1

注: デバイスにはデフォルトのスパム対策ポリシーがあらかじめ設定されて出

荷されます。ポリシーは、「junos-as-defaults」と呼ばれます。ここには、

次の設定パラメータが含まれています。

anti-spam {

sbl {

profile junos-as-defaults {

sbl-default-server;

spam-action block;

custom-tag-string "***SPAM***";

}

}

}
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結果 設定モードで、show security utm および show security policies コマンドを入力して、設定

を確認します。意図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正しま

す。

[edit]

user@host# show security utm

feature-profile {

anti-spam {

sbl {

profile sblprofile1 {

sbl-default-server;

spam-action block;

custom-tag-string ***spam***;

}

}

}

utm-policy spampolicy1 {

anti-spam {

smtp-profile sblprofile1;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy utmsecuritypolicy1 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-smtp;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy spampolicy1;

}

}

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• スパム対策の統計情報の確認 778ページ

スパム対策の統計情報の確認

目的 スパム対策の統計情報を確認すること。

アクション 動作モードで、show security utm anti-spam status および show security utm anti-spam

statistics コマンドを入力します。
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次の情報が表示されます。

SBL Whitelist Server:

SBL Blacklist Server:

msgsecurity.juniper.net

DNS Server:

Primary:1.2.3.4, Src Interface:ge-0/0/0

Secondary:2.3.4.5, Src Interface:ge-0/0/1

Ternary :0.0.0.0, Src Interface:fe-0/0/2

Total connections: #

Denied connections: #

Total greetings: #

Denied greetings: #

Total e-mail scanned: #

White list hit: #

Black list hit: #

Spam total: #

Spam tagged: #

Spam dropped: #

DNS errors: #

Timeout errors: #

Return errors: #

Invalid parameter errors: #

Statistics start time:

Statistics for the last 10 days.

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 772ページのサーバーベースのスパム対策フィルタリングについて

ローカル リストのスパム フィルタリング

• ローカル リストのスパム対策フィルタリングについて 779ページ

• ローカル リストのスパム対策フィルタリングの設定概要 780ページ

• 例 : ローカル リストのスパム対策フィルタリングの設定 781ページ

ローカル リストのスパム対策フィルタリングについて

スパム対策フィルタリングに独自のローカル ホワイトリストおよびブラックリストを作成する

場合、ドメイン名、E メール アドレス、および/または IP アドレスに対してフィルタリング

することができます。パターン マッチングは該当するマッチング タイプに応じて多少異なり

ます。たとえば、ドメイン名のパターン マッチングでは、接尾辞の最長一致のアルゴリズムを

使用します。送信者の E メール アドレスに「aaa.bbb.ccc」というドメイン名がある場合、デ

バイスはリストで「aaa.bbb.ccc」と一致するドメイン名を検索します。一致が見つからない場

合は、「bbb.ccc」との一致を試み、次に、「ccc」との一致を試みます。ただし、IP アドレス

マッチングの場合、部分一致は認められません。

スパム対策フィルタリングでは、次のようにローカル リストをマッチングに使用します。

1. 送信者 IP : 送信者 IP がローカルホワイトリストに照らしてチェックされ、次にローカル

ブラックリスト、次に SBL IP ベースのサーバー（有効な場合）に照らしてチェックされま

す。
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2. 送信者ドメイン : ドメイン名がローカル ホワイトリストに照らしてチェックされ、次に

ローカル ブラックリストに照らしてチェックされます。

3. 送信者 E メール アドレス :送信者 E メール アドレスがローカル ホワイトリストに照ら

してチェックされ、次にローカル ブラックリストに照らしてチェックされます。

デフォルトでは、デバイスはまず受信 E メールをローカルのホワイトリストとブラックリスト

に照らしてチェックします。送信者がいずれのリストにもない場合、デバイスは、次にインター

ネットで SBL サーバーを照会します。サーバーベースのスパム対策フィルタリングとローカル

リストのスパム対策フィルタリングの両方が有効な場合、次の順序でチェックが実行されます。

1. ローカル ホワイトリストがチェックされます。一致がある場合、それ以降のチェックは行

われません。一致がない場合…

2. ローカル ブラックリストがチェックされます。一致がある場合、それ以降のチェックは行

われません。一致がない場合…

3. SBL サーバー リストがチェックされます。

注: ローカル ブラックリストとホワイトリストのマッチングは、スパム対策ライセ

ンス キーの期限が切れた後も継続されます。

関連項目 780ページのローカル リストのスパム対策フィルタリングの設定概要•

• 781ページの例 :ローカル リストのスパム対策フィルタリングの設定

• SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン

ローカル リストのスパム対策フィルタリングの設定概要

各 UTM 機能について、次の順序で機能パラメータを設定します。

1. 機能に UTM カスタム オブジェクトを設定します。

user@host# set security utm custom-objects url-pattern url-pattern-name

2. 機能プロファイルを使用して、主要機能パラメータを設定します。

user@host# set security utm feature-profile anti-spam as-profile-name

3. 各プロトコルに UTM ポリシーを設定し、このポリシーをプロファイルに添付します。

user@host# set security utm utm-policy utmp1 anti-spam smtp-profile smtp1

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p1 then permit

application-services utm-policy utmp1

関連項目 779ページのローカル リストのスパム対策フィルタリングについて•

• 781ページの例 :ローカル リストのスパム対策フィルタリングの設定

• SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン
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例 : ローカル リストのスパム対策フィルタリングの設定

この例では、ローカル リストのスパム対策フィルタリングを設定する方法について示します。

• 要件 781ページ

• 概要 781ページ

• 設定 781ページ

• 確認 786ページ

要件

開始前に、各 UTM 機能の機能パラメータの設定方法をレビューしてください。「780ページの

「ローカル リストのスパム対策フィルタリングの設定概要」」を参照してください。

概要

スパム対策フィルタリングでは、マッチングにローカル リストを使用します。スパム対策フィ

ルタリングに独自のローカル ホワイトリストおよびブラックリストを作成する場合、ドメイン

名、E メール アドレス、および/または IP アドレスに対してフィルタリングすることができ

ます。

設定

CLI 簡単構成 ローカル リストのスパム対策フィルタリングをすばやく設定するには、以下のコマンドをコ

ピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm custom-objects url-pattern as-black value [150.61.8.134]

set security utm custom-objects url-pattern as-white value [150.1.2.3]

set security utm feature-profile anti-spam address-whitelist as-white

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1 spam-action block

set security utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1 custom-tag-string

***spam***

set security utm utm-policy spampolicy2 anti-spam smtp-profile localprofile1

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy2 match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy2 match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy2 match

application junos-smtp

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy utmsecuritypolicy2 then

permit application-services utm-policy spampolicy2
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J-Web 簡単構成 ローカル リストのスパム対策フィルタリングを設定するには、次の操作を行います。

1. URL パターン リストを設定して、ローカルのホワイトリストとブラックリストを作成しま

す。

a. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Custom Objects（カ

スタム オブジェクト）] を選択します。

b. [UTM custom objects configuration（UTM カスタム オブジェクト設定）] ウィンドウ

で、[URL Pattern List（URL パターン リスト）] タブを選択します。

c. [Add（追加）] をクリックして、URL パターン リストを作成します。

d. [URL Pattern Name（URL パターン名] の横に、一意の名前を入力します。

注: ホワイトリストを作成している場合は、リスト名にこれを示しておくと

便利です。同じことがブラックリストにも当てはまります。スパム対策プロ

ファイルを設定する場合、ここで入力する名前が [Address Whitelist（アド

レスのホワイトリスト）] および [Address Blacklist（アドレスのブラック

リスト）] フィールドで利用可能になります。

e. [URL Pattern Value（URL パターン値）] の横に、ホワイトリストまたはブラックリス

トのスパム対策フィルタリングの URL パターンを入力します。

2. ホワイトリストとブラックリストのカスタム オブジェクトを使用するように、スパム対策

フィルタリングを設定します。

a. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] >[UTM] > [Global options（グ

ローバル オプション）] を選択します。

b. 右ペインで、[Anti-Spam（スパム対策）] タブを選択します。

c. [Anti-Spam（スパム対策）] で、リストからスパム フィルタリングのローカルリストに

[Address Whitelist（アドレスのホワイトリスト）] および/または [Address Blacklist

（アドレスのブラックリスト）] を選択します。（これらのリストは、カスタム オブ

ジェクトとして設定します。）

d. [OK] をクリックします。

e. 設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてくださ

い。正常に保存されない場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] をク

リックし、理由を調べます。

f. [Security（セキュリティ）] の左ペインで、[Anti-Spam（スパム対策）] タブを選択し

ます。

g. [Add（追加）] をクリックして、スパム対策プロファイルを設定します。[Profile

configuration（プロファイル設定）] ポップアップ ウィンドウが表示されます。

h. [Profile name（プロファイル名）] ボックスに、一意の名前を入力します。
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i. デフォルト サーバーを使用している場合は、[Default SBL server（デフォルトの SBL

サーバー）] 横で [Yes（はい）] を選択します。デフォルトのサーバーを使用していな

い場合は、[No（いいえ）] を選択します。

注: [No（いいえ）] を選択すると、サーバーベースのスパム フィルタリン

グが無効になります。ローカル リストを使用する場合、または、サーバー

ベースのスパム フィルタリングのライセンスがない場合のみ、無効にしてく

ださい。

j. [Custom tag string（カスタム タグ文字列）] ボックスに、メッセージをスパムと識別

するカスタム文字列を入力します。デフォルトでは、「***SPAM***」が使用されます。

k. [Actions（アクション）] リストで、スパムを検出した場合にデバイスが取るべきアク

ションを選択します。オプションには、[Tag subject（件名にタグ付け）]、[Block email

（E メールのブロック）]、[Tag header（ヘッダーにタグ付け）] があります。

3. スパム対策プロファイルを添付する SMTP の UTM ポリシーを設定します。

a. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [Policy（ポリシー）] >[UTM

Policies（UTM ポリシー）] を選択します。

b. [UTM policy configuration（UTM ポリシー設定）] ウィンドウで、[Add（追加）] をク

リックして、UTM ポリシーを設定します。[Policy configuration（ポリシー設定）]

ポップアップ ウィンドウが表示されます。

c. [Main（メイン）] タブを選択します。

d. [Policy name（ポリシー名）] ボックスに、一意の名前を入力します。

e. [Session per client limit（クライアント当たりのセッション制限）] ボックスに、ク

ライアント当たりのセッションの制限を入力します。有効な値の範囲は 0 ～ 2000 で

す。

f. [Session per client over limit（クライアント当たりのセッション制限）] リストで、

この UTM ポリシーのクライアント当たりのセッション制限を超えた場合にデバイスが取

るべきアクションを選択します。オプションには、[Log and permit（ログして許可）]

および [Block（ブロック）] があります。

g. [Anti-Spam profiles（スパム対策プロファイル）] タブを選択します。

h. [SMTP profile（SMTP プロファイル）] リストで、この UTM ポリシーに添付するスパム

対策プロファイルを選択します。

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

a. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [Policy（ポリシー）] > [FW

Policies（ポリシー転送）] を選択します。

b. [Security Policy（セキュリティ ポリシー）] ウィンドウで、[Add（追加）] をクリッ

クして、UTM でセキュリティ ポリシーを設定します。[Policy configuration（ポリシー

設定）] ポップアップ ウィンドウが表示されます。
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c. [Policy（ポリシー）] タブで、[Policy Name（ポリシー名）] ボックスに名前を入力し

ます。

d. [From Zone（送信元ゾーン）] の横で、リストからゾーンを選択します。

e. [To Zone（送信先ゾーン）] の横で、リストからゾーンを選択します。

f. ソース アドレスを選択します。

g. 宛先アドレスを選択します。

h. [Application Sets（アプリケーション セット）] ボックスで [junos-smtp]（スパム対

策用）を選択してアプリケーションを選択し、[Matched（一致）] ボックスに移動しま

す。

i. [Policy Action（ポリシー アクション）] の横で、次の 1 つを選択します。[Permit

（許可）]、[Deny（拒否）]、または [Reject（拒否）]。

注: ポリシー アクションに [Permit（許可）] を選択すると、[Applications

Services（アプリケーション サービス）] タブで、[UTM Policy（UTM ポリ

シー）] など複数の追加フィールドが利用可能になります。

j. [Application Services（アプリケーション サービス）] タブを選択します。

k. [UTM Policy（UTM ポリシー）] の横で、リストから適切なポリシーを選択します。これ

により、UTM ポリシーがセキュリティ ポリシーに添付されます。

l. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。

m. ポリシーが正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてくださ

い。プロファイルが正常に保存されない場合は、ポップアップ ウィンドウで [Details

（詳細）] をクリックし、理由を調べます。

注: 新しいポリシーを適用するには、それを有効にする必要があります。

n. デバイスの設定を終了したら、[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit

（コミット）] をクリックします。

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

ローカル リストのスパム対策フィルタリングを設定するには、次の操作を行います。

1. まずグローバルなローカル スパム リストを作成して、ローカル リストのスパム ブロッ

キングを設定します。

[edit security]

user@host# set utm custom-objects url-pattern as-black value [150.61.8.134]
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user@host# set utm custom-objects url-pattern as-white value [150.1.2.3]

2. カスタムオブジェクトのブラックリストまたはホワイトリスト、またはその両方を添付し

て、ローカル リストのスパム対策機能を設定します。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam address-whitelist as-white

注: ホワイトリストとブラックリストの両方を使用する場合は、ホワイトリス

トが先にチェックされます。一致がない場合、次にブラックリストがチェック

されます。

3. ローカル リストのスパム ブロッキングのプロファイルを設定します。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1

注: ローカル リストのスパム ブロッキングに「sbl」を使用していなくても、

サーバーベースのスパムブロッキング手順と同様に、このコマンドからプロ

ファイルを設定します。

4. スパムが検出された場合にデバイスが取るべきアクションを設定します（ブロック、ヘッ

ダーにタグ付け、件名にタグ付け）。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1 spam-action

block

5. メッセージをスパムと識別するためのカスタム文字列を設定します。

[edit security]

user@host# set utm feature-profile anti-spam sbl profile localprofile1

custom-tag-string ***spam***

6. UTM ポリシーにスパム機能プロファイルを添付します。

[edit security]

user@host# set utm utm-policy spampolicy2 anti-spam smtp-profile localprofile1

7. UTM のセキュリティ ポリシーを設定し、UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付し

ます。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy2 match source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy2 match destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy2 match application junos-smtp

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy

utmsecuritypolicy2 then permit application-services utm-policy spampolicy2
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結果 設定モードで、show security utm および show security policies コマンドを入力して、設定

を確認します。意図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正しま

す。

[edit]

user@host# show security utm

custom-objects {

anti-spam {

url-pattern patternwhite;

address-whitelist as-white;

sbl {

profile localprofile1 {

spam-action block;

custom-tag-string ***spam***;

}

}

}

utm-policy spampolicy2 {

anti-spam {

smtp-profile localprofile1;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy utmsecuritypolicy2 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-smtp;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy spampolicy2;

}

}

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• スパム対策の統計情報の確認 786ページ

スパム対策の統計情報の確認

目的 スパム対策の統計情報を確認すること。

アクション 動作モードで、show security utm anti-spam status および show security utm anti-spam

statistics コマンドを入力します。
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次の情報が表示されます。

SBL Whitelist Server:

SBL Blacklist Server:

msgsecurity.juniper.net

DNS Server:

Primary:1.2.3.4, Src Interface:ge-0/0/0

Secondary:2.3.4.5, Src Interface:ge-0/0/1

Ternary :0.0.0.0, Src Interface:fe-0/0/2

Total connections: #

Denied connections: #

Total greetings: #

Denied greetings: #

Total e-mail scanned: #

White list hit: #

Black list hit: #

Spam total: #

Spam tagged: #

Spam dropped: #

DNS errors: #

Timeout errors: #

Return errors: #

Invalid parameter errors: #

Statistics start time:

Statistics for the last 10 days.

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 779ページのローカル リストのスパム対策フィルタリングについて

スパム メッセージの処理について

スパムが検出された場合、デバイスが取ることのできるアクションは 2 つあります。それは、

ドロップ アクションとタグ付けアクションです。

• 検出スパムのブロック 787ページ

• 検出スパムのタグ付け 788ページ

検出スパムのブロック

デバイスは、接続レベルまたは E メール レベルで、検出スパムをブロックまたはドロップで

きます。

• 接続レベルでスパムをブロックする

SMTP 送信者がその IP アドレスに基づいて、スパム送信者と識別されたら、SMTP 接続は拒

否され、ドロップされます。SMTP サーバーに代わり、ファイアウォールから適切なエラー

コード付きのエラー メッセージが送信されます。このようなエラー メッセージの例を次に

示します。

554 Transaction failed due to anti spam setting（554 スパム対策設定のためトランザクショ

ンが失敗しました）

• E メール レベルでスパムをブロックする
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特定の E メール送信者がその送信者のアドレスに基づいて、スパム送信者と識別されたら、

E メールは拒否され、ドロップされます。サーバーに代わり、ファイアウォールから適切な

エラー コード付きのエラー メッセージが送信者に返信されます。このようなエラー メッ

セージの例を次に示します。

550 Requested action not taken:（550 要求されたアクションは実行されませんでした :）

mailbox unavailable（メールボックスは利用できません）

検出スパムのタグ付け

E メール メッセージの送信者がスパナーとして検出された場合、デバイスはその E メールを

許可してタグを付けることができます。該当する接続のすべての E メールにタグが付けられる

ように、このタグ付けは接続レベルで行うことができます。または、個々の E メールのみにタ

グを付けることもできます。次の 2 つのタグ付け方法がサポートされています。

• 件名にタグを付ける : ユーザー定義の文字列が E メールの件名の最初に追加されます。

• ヘッダーにタグを付ける :ユーザー定義の文字列が E メールのヘッダーに追加されます。

関連項目 • SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.788

Junos OS セキュリティ設定ガイド



第31章

完全ウィルス対策保護

• 完全ウィルス対策保護概要 789ページ

• 完全ウィルス対策のスキャナ パターン データベース 790ページ

• 完全ウィルス対策ファイル スキャン 794ページ

• 完全ウィルス対策アプリケーション プロトコル スキャン 804ページ

• 完全ウィルス対策スキャン結果と通知オプション 816ページ

• 完全ウィルス対策設定概要 822ページ

• 完全ウィルス対策の設定（J-Web 手順） 823ページ

• 例 : 完全ウィルス対策の設定（CLI） 832ページ

• ウィルス対策セッションとスキャン結果の監視 842ページ

完全ウィルス対策保護概要

ウィルスは、他の実行可能コードを感染させるか、それに自らを添付して自己複製できるよう

にする実行可能コードです。一部の悪質なウィルスはファイルを消去したりシステムをロック

したりします。また、ファイルを感染させたり、ターゲット ホストやネットワークを偽のデー

タで過負荷状態にするウィルスもあります。完全ファイルベースのウィルス対策機能は、特定

のアプリケーション レイヤのトラフィックに対して、ファイルベースのスキャンを実行し、

ウィルス署名データベースに照らしてウィルスがないかどうか調べます。そして、E メール

ファイル添付など元のアプリケーション コンテンツを再構築するまで、受信したデータ パケッ

トを収集し、このコンテンツをスキャンします。

完全ファイルベースのウィルス対策スキャン機能は、個別ライセンスの登録サービスです。

Kaspersky Lab は、完全ファイルベースのウィルス対策にスキャン エンジンを提供します。

ウィルス対策ライセンス キーの期限が切れても、更新せずに引き続きローカルに保存された

ウィルス対策署名を使用できます。ただし、その場合、ローカルのデータベースが削除される

と、ウィルス対策スキャンも無効になります。

注: エクスプレス ウィルス対策機能は、パフォーマンスはより優れていますが、セ

キュリティが劣ります。完全ファイルベースのウィルス対策保護からエクスプレス

ウィルス対策保護に切り替える場合、エクスプレス ウィルス対策が動作するにはデ

バイスを再起動する必要があります。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

789Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



完全ウィルス対策のスキャナ パターン データベース

• 完全ウィルス対策パターンの更新について 790ページ

• 完全ウィルス対策パターン更新の設定概要 791ページ

• 例 : 完全ウィルス対策パターン更新サーバーの設定 791ページ

• 例 : 完全ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web） 792ページ

• 例 : 完全ウィルス対策パターンの自動更新 793ページ

• 完全ウィルス対策パターンの手動更新、再ロード、および削除（CLI 手順） 794ページ

完全ウィルス対策パターンの更新について

完全ファイルベースのウィルス対策保護署名データベースは、Juniper 完全ウィルス対策デー

タベースと呼ばれます（pattern-update コマンドでダウンロード）。このデータベースは、エ

クスプレス ウィルス対策で使用するデータベースとは異なります。これは、ウィルス（ポリ

モーフィック型その他高度なウィルスタイプ）、ワーム、トロイの木馬、その他のマルウェア

を含む、すべての破壊的な不正コードを検出します。

新しいウィルスが検出されると、パターン ファイルの更新が追加されます。Kaspersky Lab が

そのパターン データベースで署名を更新すると、ウィルス対策スキャナがトラフィックをス

キャンするときに、最新の署名を使用できるように、セキュリティ デバイスがこれらの更新を

ダウンロードします。セキュリティ デバイスはこれらの更新を自動的に実行できます（デフォ

ルト）、または、手動でパターン更新のダウンロードを実行することもできます。

データベース パターン サーバーは、HTTP または HTTPS でアクセスできます。デフォルトで

は、ウィルス対策モジュールが、60 分ごとにデータベース更新を自動チェックします。この間

隔を変更したり、更新を手動でトリガ-したりできます。更新中にダウンロードされるファイル

数とダウンロード プロセスの継続時間はさまざまです。

パターン データベースのローカル コピーは、持続的データ ストレージ（つまり、フラッシュ

ディスク）に保存されます。デバイスが再起動された場合、パターン データベース サーバー

にネットワークでアクセスしなくても、ローカル コピーが利用可能となっており、ウィルス対

策スキャン エンジンの初期化中、ウィルス対策スキャン エンジンはそのコピーを使用できま

す。

注: 自動更新が失敗すると、アップデータはあと 3 回更新を自動的に試行します。

データベースのダウンロードに引き続き失敗すると、アップデータは試行を停止し、

次の定期的更新を待って再試行します。

注: 登録の期限が切れると、30 日の無料期間があり、この間にウィルス対策パター

ン ファイルの更新を継続することができます。この無料期間が切れると、更新サー

バーは、ウィルス対策パターン ファイルの更新を許可しなくなります。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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完全ウィルス対策パターン更新の設定概要

開始前に、パターン データベースの更新を正常に実行するために、いくつかの前提条件を満た

す必要があります。

• 有効なウィルス対策スキャナ ライセンスを持っている必要があります。

• ネットワーク接続があり、パターン データベース サーバーへアクセスできる必要がありま

す。

• DNS 設定とポート設定（ポート 80）が適正である必要があります。

ウィルス対策署名データベースのパターンを更新するには、次の操作を行います。

1. セキュリティ デバイスで、パターン更新サーバーの URL を指定します。

2. （オプション）パターン サーバーの更新を自動的にチェックする頻度を指定します。

セキュリティ デバイスが、サーバー初期化ファイルをダウンロードしたら、パターンファイル

が有効かどうか確認します。次に、デバイスはファイルを解析し、ファイルのバージョンとサ

イズ、およびパターン ファイル サーバーの位置などのファイル情報を取得します。

セキュリティ デバイス上のパターン ファイルが最新でない場合 (あるいは今回が初めてのロー

ドでファイルがない場合)、そして、ウィルス対策パターン更新サービス登録が今も有効な場合

には、デバイスが自動的にパターン ファイル サーバーから最新のパターン ファイルを取得し

ます。

以下にデータベース更新機能を設定するための CLI 例を示します。

utm {

feature-profile {

anti-virus {

type

kaspersky-lab-engine {

pattern-update

url url

interval minutes

}

}

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 完全ウィルス対策パターン更新サーバーの設定

この例では、セキュリティ デバイスでパターン更新サーバーを設定する方法を示します。

• 要件 792ページ

• 概要 792ページ

• 設定 792ページ

• 確認 792ページ
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要件

始める前に

• 有効なウィルス対策スキャナ ライセンスを取得します。「789ページの「完全ウィルス対策保

護概要」」を参照してください。

• ネットワークに接続し、パターン データベース サーバーへアクセスします。「790ページの

「完全ウィルス対策パターンの更新について」」を参照してください。

• DNS 設定とポート設定（ポート 80）を正しく設定します。「127ページの「DNS 概要」」を参

照してください。

概要

セキュリティ デバイスでパターン更新サーバーを設定するには、パターン更新サーバーの URL

アドレスを入力します。この例では、SRX210 サービス ゲートウェイの URL を更新します。

デフォルトでは、Juniper-Kaspersky の完全ウィルス対策保護の URL は、

http://update.juniper-updates.net/AV/device-name です。ここで、device-name は、SRX210

などご使用のデバイス名です。

設定

ステップごとの手順 セキュリティ デバイスでパターン更新サーバーを設定するには、次の操作を行います。

1. パターン更新サーバーの URL を指定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

pattern-update url http://update.juniper-updates.net/AV/SRX210

注: 何か問題があり、サポートに連絡している場合を除いて、プラットフォー

ム名以外は、この URL を変更しないでください。

2. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 完全ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

この例では、120 分ごとにパターン ファイルを自動更新するようにセキュリティ デバイスを

設定します。(デフォルトのウィルス対策パターン更新間隔は 60 分です。)
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ウィルス対策パターンを自動更新するには、次の操作を行います。

1. [Configure（設定）] > [UTM] > [Anti-Virus（ウィルス対策）] を選択します。

2. [Kaspersky Lab Engine（Kaspersky Lab エンジン）] セクションの [Interval（間隔）]

横のボックスに、「120」と入力します。

3. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。そして、

[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 完全ウィルス対策パターンの自動更新

この例では、セキュリティ デバイスでパターン ファイルを自動更新する方法を示します。

• 要件 793ページ

• 概要 793ページ

• 設定 793ページ

• 確認 794ページ

要件

始める前に

• 有効なウィルス対策スキャナ ライセンスを取得します。「789ページの「完全ウィルス対策保

護概要」」を参照してください。

• ネットワークに接続し、パターン データベース サーバーへアクセスします。「790ページの

「完全ウィルス対策パターンの更新について」」を参照してください。

• DNS 設定とポート設定（ポート 80）を正しく設定します。「127ページの「DNS 概要」」を参

照してください。

概要

この例では、120 分ごとにパターン ファイルを自動更新するようにセキュリティ デバイスを

設定します。(デフォルトのウィルス対策パターン更新間隔は 60 分です。)

設定

ステップごとの手順 パターンファイルを自動更新するようにセキュリティ デバイスを設定するには、次の操作を行

います。

1. 間隔を設定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

pattern-update interval 120

2. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit
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確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策パターンの手動更新、再ロード、および削除（CLI 手順）

ウィルス対策パターンを手動で更新するには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update

ウィルス対策パターンを手動で再ロードするには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-reload

ウィルス対策パターンを手動で削除するには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-delete

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策ファイル スキャン

• 完全ウィルス対策内部スキャン エンジンについて 794ページ

• グローバル、プロファイルベース、およびポリシーベースの完全ウィルス対策スキャンの設

定 795ページ

• 完全ウィルス対策スキャン モード 797ページ

• 完全ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニング 799ページ

• 完全ウィルス対策コンテンツ サイズ制限 801ページ

• 完全ウィルス対策の解凍レイヤ制限 802ページ

• 完全ウィルス対策スキャン タイムアウト 803ページ

• 完全ウィルス対策スキャン セッション制限 803ページ

完全ウィルス対策内部スキャン エンジンについて

完全ファイルベースのウィルス対策モジュールは、ゲートウェイ デバイス上のソフトウェア

サブシステムで、特定のアプリケーション レイヤのトラフィックをスキャンして、ユーザーを

ウィルス攻撃から保護し、ウィルスの拡散を防止します。ウィルス対策ソフトウェア サブシス

テムは、ウィルス署名データベース、アプリケーション プロキシ、スキャン マネージャ、お

よびスキャン エンジンから構成されます。

Kaspersky Lab がスキャン エンジンを提供します。スキャン エンジンは、次のように動作し

ます。

1. クライアントがサーバーと TCP 接続を確立し、トランザクションを開始します。

2. 当該アプリケーション プロトコルがウィルス対策スキャンでマークされると、解析のため

にそのトラフィックはアプリケーション プロキシに転送されます。
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3. スキャン要求が送信されると、スキャン エンジンは、ウィルス パターン データベースに

照会して、データをスキャンします。

4. スキャン マネージャはウィルス対策スキャン セッションを監視し、既存のウィルス対策設

定に対してデータ コンテンツの優先順位をチェックします。

5. スキャン後、結果はスキャン マネージャが処理します。

Kaspersky Lab スキャン エンジンは、通常のファイル スキャンとスクリプト ファイル スキャ

ンをサポートします。通常のファイル スキャンの場合、入力オブジェクトは通常のファイルで

す。エンジンは、入力コンテンツと可能性のあるすべての署名のマッチングを行います。スク

リプト ファイル スキャンの場合、入力オブジェクトはスクリプト ファイルです。これは、

JavaScript、VBScript、mIRC スクリプト、bat スクリプト（DOS bat ファイル）、および他の

テキスト スクリプトの場合があります。エンジンは、入力コンテンツとスクリプト ファイル

の署名のマッチングのみ行います。スクリプト スキャンは、HTTP プロトコルの HTML コンテ

ンツにのみ適用可能です。このスキャン タイプには 2 つの基準があります。まず、この HTML

ドキュメントのコンテンツタイプ フィールドはテキストまたは HTML である必要があります。

次に、HTTP ヘッダーにはコンテンツ エンコーディングがないことです。この 2 つの基準を満

たすと、HTML パーサーを使用して、HTML ドキュメントのスクリプトを解析します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

グローバル、プロファイルベース、およびポリシーベースの完全ウィルス対策スキャンの設定

• 完全ウィルス対策スキャン レベルの設定について 795ページ

• 例 : 異なるレベルでの完全ウィルス対策スキャン設定の設定 796ページ

完全ウィルス対策スキャン レベルの設定について

ウィルス対策モジュールでは、グローバル レベル、UTM プロファイル レベル、またはファイ

アウォール ポリシー レベルでスキャン オプションを設定できます。各設定レベルには次の意

味があります。

• グローバル ウィルス対策設定—設定はすべてのウィルス対策セッションに適用されます。グ

ローバル設定は、ウィルス対策モジュールまたはプロファイル固有ではない設定用の一般的

な設定全般です。

• プロファイルベースの設定—ウィルス対策設定は、同一ポリシー内で異なるプロトコルに異な

る設定があります。

• ポリシーベースの設定—ウィルス対策設定は、異なるポリシーに異なる設定があります。ポリ

シーベースのウィルス対策設定は、ファイアウォール ポリシーで定義されたすべてのスキャ

ン指定トラフィックに適用されます。

大部分のウィルス対策設定は、ウィルス対策プロファイル内で設定され、指定プロトコルに制

限され、指定ポリシーによって使用されます。これらの UTM ポリシーは、ファイアウォール

ポリシーに応じてトラフィックに適用されます。ウィルス対策設定のあるファイアウォール ポ

リシーがトラフィック フローのプロパティと一致すると、ウィルス対策設定がそのトラフィッ

ク セッションに適用されます。したがって、異なるプロトコルおよび異なるトラフィック セッ

ションに異なるウィルス対策設定を適用できます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : 異なるレベルでの完全ウィルス対策スキャン設定の設定

この例では、異なるレベルで完全ウィルス対策スキャン設定を設定する方法について示します。

• 要件 796ページ

• 概要 796ページ

• 設定 796ページ

• 確認 797ページ

要件

開始前に、必要なスキャン オプション タイプを決めます。「795ページの「完全ウィルス対策

スキャンレベルの設定について」」を参照してください。

概要

この例では、次のレベルの任意のレベルでウィルス対策スキャン オプションを定義します。

• グローバル レベル

• kasprof1 UTM プロファイルを使用した UTM プロファイル レベル

• p1 UTM ポリシーを使用したファイアウォール ポリシー レベル

設定

CLI 簡単構成 異なるレベルでウィルス対策スキャン オプションをすばやく設定するには、次のコマンドをコ

ピーし、CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update interval

20

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options default block

set utm-policy p1 anti-virus http-profile av-profile

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

異なるレベルでウィルス対策スキャン オプションを設定するには、次の操作を行います。

1. グローバル レベルでスキャン オプションを設定する。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update interval

20

2. UTM プロファイル レベルでスキャン オプションを設定する。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options default block

3. UTM ポリシー レベルでスキャン オプションを設定する。

[edit security utm]

user@host# set utm-policy p1 anti-virus http-profile av-profile
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結果 設定モードで、show security utm コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定が表

示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

簡単にするために、この show コマンドの出力には、この例に関係する設定のみ含めています。

システムの他の設定は、省略（...）に置き換えています。

[edit]

user@host# show security utm

...

utm-policy p1 {

anti-virus {

http-profile av-profile

ftp {

upload-profile av-profile

download-profile av-profile

}

}

}

...

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• 異なるレベルでのスキャン設定の確認 797ページ

異なるレベルでのスキャン設定の確認

目的 異なるレベルでスキャン設定を確認すること。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策スキャン モード

• 完全ウィルス対策スキャン モードのサポートについて 797ページ

• 例 : 完全ウィルス対策ファイル拡張子スキャンの設定 798ページ

• 完全ウィルス対策ファイル拡張子スキャンの設定（CLI 手順） 799ページ

完全ウィルス対策スキャン モードのサポートについて

Kaspersky Lab スキャン エンジンは、2 つのスキャン モードをサポートします。

• scan-all（すべてをスキャン）—このオプションでは、スキャン エンジンに受信したデータを

すべてスキャンするよう伝えます。

• scan-by-extension（拡張子別にスキャン）—このオプションでは、当該トラフィックで検出さ

れたファイル拡張子に基づいてすべてのスキャン決定が行われます。
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コンテンツをスキャンする場合、ファイル拡張子リストを使用して、ファイル拡張子スキャン

モード（scan-by-extension（拡張子別にスキャン））で使用するファイル拡張子セットを定義で

きます。ウィルス対策モジュールは、スキャン拡張子リストにある拡張子の付いたファイルを

スキャンできます。拡張子が拡張子リストに定義されていない場合、その拡張子のファイルは

scan-by-extension（拡張子別にスキャン）モードではスキャンされません。拡張子がない場

合、当該ファイルはスキャンされます。

ファイル拡張子リストを使用してコンテンツをスキャンする場合、次の要件があります。

• ファイル拡張子エントリは大文字小文字を区別します。

• ファイル拡張子リスト名は最大 29 バイトです。

• 各ファイル拡張子エントリは最大 15 バイトです。

• ファイル拡張子リストの最大エントリ数は 255 です。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 完全ウィルス対策ファイル拡張子スキャンの設定

この例では、完全ウィルス対策ファイル拡張子スキャンの設定方法を示します。

• 要件 798ページ

• 概要 798ページ

• 設定 798ページ

• 確認 799ページ

要件

開始前に、必要なスキャン モードを決めます。「797ページの「完全ウィルス対策スキャン モー

ドのサポートについて」」を参照してください。

概要

この例では、次のタスクを行います。

1. kasprof1 プロファイルに「extlist1」と呼ぶファイルを作成し、.zip、.js、および .vbs

などの拡張子を extlist1 に追加します。

2. スキャン モード設定を設定します。すべてのファイルをスキャンする、または、指定拡張

子を持つファイルのみスキャンするのいずれかを選択できます。この例では、拡張子別ス

キャン オプションを使用して、extlist1 ファイルを使用するようデバイスを設定します。

設定

ステップごとの手順 完全ウィルス対策ファイル拡張子スキャンを設定するには、次の操作を行います。

1. リストに拡張子を作成し、ファイル名拡張子リストに拡張子を追加します。

[edit]

user@host# set security utm custom-objects filename-extension extlist1 value [zip

js vbs]

2. スキャン拡張子設定を設定します。
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[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

kasprof1 scan-options scan-extension extlist1

3. スキャン モード設定を設定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

kasprof1 scan-options scan-mode by-extension

4. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン ス•

完全ウィルス対策ファイル拡張子スキャンの設定（CLI 手順）

ファイル拡張子スキャンを設定するには、次の CLI 設定ステートメントを使用します。

security utm {

custom-objects {

filename-extension { ; set of list

name extension-list-name; #mandatory

value windows-extension-string;

}

}

}

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

scan-options {

scan-extension ext-list

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン ス•

完全ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニング

• 完全ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニングについて 799ページ

• 例 : 完全ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニングの設定 800ページ

完全ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニングについて

デフォルトでは、インテリジェント プレスクリーニングが有効になっており、ウィルス対策ス

キャンのパフォーマンスが向上します。ウィルス対策モジュールは通常、ゲートウェイ デバイ

スがファイルのすべてのパケットを受信してから、データのスキャンを開始します。インテリ

ジェント プレスクリーニングでは、ウィルス対策モジュールに、もっと早くファイルのスキャ

ンを開始するよう伝えます。この場合、スキャン エンジンは最初のパケットまたは最初のいく

つかのパケットを使用して、ファイルに不正コードが含まれている可能性があるかどうかを判
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断します。スキャン エンジンはこれらの最初のパケットをすばやくチェックし、ファイルが感

染している可能性が低いと分かると、通常のスキャン手順を省略しても安全だと判断します。

注: インテリジェント プレスクリーニングは、エンコードされていないトラフィッ

ク専用です。MIME エンコード トラフィック、メール プロトコル（SMTP、POP3、

IMAP）および HTTP POST には適用できません。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 完全ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニングの設定

この例では、完全ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニングの設定方法を示します。

デフォルトでは、インテリジェント プレスクリーニングが有効になっており、ウィルス対策ス

キャンのパフォーマンスが向上します。

• 要件 800ページ

• 概要 800ページ

• 設定 800ページ

• 確認 801ページ

要件

開始前に、インテリジェント プレスクリーニングによって、ウィルス対策スキャンのパフォー

マンスがどのように向上するかを理解してください。「799ページの「完全ウィルス対策インテ

リジェント プレスクリーニングについて」」を参照してください。

概要

この例では、次のタスクを行います。

• kasprof1 プロファイルのインテリジェント プレスクリーニングを有効にします。

• kasprof1 プロファイルのインテリジェント プレスクリーニングを無効にします。

設定

ステップごとの手順 完全ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニングを有効または無効にするには、次の操

作を行います。

1. kasprof1 プロファイルのインテリジェント プレスクリーニングを有効にします。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

kasprof1 scan-options intelligent-prescreening

2. kasprof1 プロファイルのインテリジェント プレスクリーニングを無効にします。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

kasprof1 scan-options no-intelligent-prescreening

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.800

Junos OS セキュリティ設定ガイド



注: インテリジェント プレスクリーニングは、エンコードされていないトラ

フィック専用です。メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）または HTTP POST

には適用できません。

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策コンテンツ サイズ制限

• 完全ウィルス対策コンテンツ サイズ制限について 801ページ

• 完全ウィルス対策コンテンツ サイズ制限の設定（CLI 手順） 801ページ

完全ウィルス対策コンテンツ サイズ制限について

リソース制約のため、データベースにはデバイスに依存するデフォルトの最大コンテンツ サイ

ズ制限があります。コンテンツ サイズの値は設定可能です。最大コンテンツ サイズには上限

および下限もあります。（この範囲はデバイスに依存し、設定可能ではありません。）

コンテンツ サイズ チェックは、スキャン要求が送信される前に行われます。この正確なタイ

ミングはプロトコルに依存します。プロトコルのヘッダーに正確なコンテンツ長フィールドが

ある場合は、コンテンツ サイズ チェックはヘッダーの解析時にコンテンツ長フィールドが抽

出されると行われます。コンテンツ サイズは通常ファイル サイズです。コンテンツ長フィー

ルドがない場合は、ウィルス対策モジュールがパケットを受信しているときにサイズがチェッ

クされます。この場合、コンテンツ サイズは累積 TCP ペイロード サイズです。

注: この設定は、すべてのプロトコルで使用できます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策コンテンツ サイズ制限の設定（CLI 手順）

コンテンツ サイズ制限を設定するには、次の CLI 設定ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

scan-options {

content-size-limit KB;

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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完全ウィルス対策の解凍レイヤ制限

• 完全ウィルス対策の解凍レイヤ制限について 802ページ

• 完全ウィルス対策の解凍レイヤ制限の設定（CLI 手順） 802ページ

完全ウィルス対策の解凍レイヤ制限について

解凍レイヤ制限では、ウィルス スキャンを実行する前に、内蔵ウィルス対策スキャナが、ネス

トされた圧縮ファイル、および、アーカイブ ファイル（tar）、MS Word ファイル、PowerPoint

ファイルなどの内部抽出可能オブジェクトのあるファイルのレイヤをいくつ解凍できるかを指

定します。たとえば、メッセージに別の .zip 圧縮ファイルを含む .zip 圧縮ファイルがある

場合、2 つの圧縮レイヤがあります。両方のファイルを解凍するには、解凍レイヤの設定が 2

である必要があります。

データ転送中、コンテンツ エンコーディングを使用するプロトコルがあることに注意してくだ

さい。ウィルス対策スキャン エンジンは、ウィルス スキャンを開始する前に、このレイヤを

デコードする必要があります。これは解凍レベルと見なされます。

圧縮データは次の 3 種類があります。

• 圧縮ファイル（zip、rar、gzip）

• エンコード データ（MIME）

• パッケージ データ（OLE、.CAP、.MSI、.TAR、.EML）

解凍レイヤは、zip ファイルやパッケージ データ内の埋め込みオブジェクトのレイヤであるこ

とがあります。ウィルス対策エンジンは、ユーザー設定の解凍制限に至るまで、デバイス解凍

レイヤ制限に至るまで、ウィルスまたはマルウェアを検出するまで、データを完全に解凍する

まで、のいずれか最も早い事象が生じるまで、各レイヤをスキャンし、次のレイヤを開きます。

ウィルス署名データベースが大きくなり、スキャン アルゴリズムがより高度になっているの

で、スキャン エンジンは、埋め込まれたマルウェアを検出するため、データをより深く検索で

きる機能を備えています。その結果、圧縮データのレイヤをもっと多く検索できます。Juniper

のデバイスのセキュリティ レベルは、解凍制限により制約されます。これは、セキュリティ

サービスに割り当てられているメモリに基づきます。解凍制限内でウィルスが検出されなかっ

た場合、ユーザーには、データを渡すまたはドロップするのいずれかのオプションがあります。

注: この設定は、すべてのプロトコルで使用できます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策の解凍レイヤ制限の設定（CLI 手順）

解凍レイヤ制限を設定するには、次の CLI 設定ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

scan-options {

decompress-layer-limit number

}

}
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関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策スキャン タイムアウト

• 完全ウィルス対策スキャン タイムアウトについて 803ページ

• 完全ウィルス対策スキャン タイムアウトの設定（CLI 手順） 803ページ

完全ウィルス対策スキャン タイムアウトについて

スキャン タイムアウト値には、スキャン要求が生成された時点からスキャン エンジンによっ

てスキャン結果が返された時点までの時間枠が含まれます。時間範囲は、1 ～ 1800 秒です。

デフォルトは 180 秒です。

注: このタイムアウト パラメータは、サポートされているすべてのプロトコルで使

用されます。各プロトコルには異なるタイムアウト値を設定できます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策スキャン タイムアウトの設定（CLI 手順）

スキャン タイムアウトを設定するには、次の CLI 設定ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

scan-options {

timeout-value seconds {

}

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策スキャン セッション制限

• 完全ウィルス対策スキャン セッション制限について 803ページ

• 完全ウィルス対策スキャン セッション制限の設定（CLI 手順） 804ページ

完全ウィルス対策スキャン セッション制限について

すべての利用可能なリソースを消費し、スキャン エンジンが他のトラフィックをスキャンでき

ないようにするために、不正ユーザーが、一度に大量のトラフィックを送りつけることがあり

ます。このような活動が成功しないように、ウィルス対策リソースにセッション制限を設け、

それによって、単一ソースが一度に消費できるトラフィック量を制限します。デフォルトでは、

制限は整数 100 です。この整数は、単一ソースの許容可能な最大セッション数です。このデ

フォルト値は変更できますが、この制限を高く設定すると、制限がない場合と同じになること

に注意してください。

[Over-limit（制限超過）] は、クライアント当たりの接続制限のフォールバック設定です。制

限超過の場合のデフォルトの動作は、セッションをブロックすることです。これは、ポリシー

ごとの設定です。異なる UTM ポリシーには異なる設定を指定できます。
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関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策スキャン セッション制限の設定（CLI 手順）

スキャン セッション制限を設定するには、次の CLI 設定ステートメントを使用します。

security utm utm-policy name

traffic-options {

sessions-per-client {

limit number;

over-limit { log-and-permit | block}

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策アプリケーション プロトコル スキャン

• 完全ウィルス対策アプリケーション プロトコル スキャンについて 804ページ

• HTTP 完全ウィルス対策スキャン 805ページ

• FTP 完全ウィルス対策スキャン 809ページ

• SMTP 完全ウィルス対策スキャン 810ページ

• POP3 完全ウィルス対策スキャン 812ページ

• IMAP 完全ウィルス対策スキャン 814ページ

完全ウィルス対策アプリケーション プロトコル スキャンについて

ウィルス対策スキャンをプロトコルベースでオンまたはオフにできます。ウィルス対策プロファ

イルでプロトコルのスキャンが無効になっている場合、このプロトコルにアプリケーション イ

ンテリジェンスはありません。したがって、大部分の場合、このプロトコルを使用するトラ

フィックはスキャンされません。しかし、当該プロトコルが、ウィルス対策プロファイルでス

キャンが有効になっている別のプロトコルに基づいている場合、トラフィックは有効になって

いるプロトコルとしてスキャンされます。

内蔵ウィルス対策スキャン エンジンは、特定のアプリケーション レイヤのトランザクション

をスキャンするため、スキャンするコンテンツ（HTTP、FTP、SMTP、POP3、または IMAP トラ

フィック）を選択することができます。スキャンする各コンテンツ タイプについて、異なる設

定オプションがあります。

有効/無効、スキャンモード、スキャン結果処理設定を含むプロファイルベースの設定は、サ

ポートされているすべてのプロトコルには適用できない場合があります。次のテーブルにプロ

ファイルベースの設定とそのプロトコルのサポートについてリストします。

表88: プロトコル別にサポートされているプロファイルベースの設定

サポートされるプロトコルプロファイル設定

すべてのプロトコルがこの機能をサポートプロトコルベースのスキャンの有効化または無効化

すべてのプロトコルがこの機能をサポートファイル拡張子スキャンも含めた、スキャンモード
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表88: プロトコル別にサポートされているプロファイルベースの設定 （続き）

すべてのプロトコルがこの機能をサポートコンテンツ サイズ制限

すべてのプロトコルがこの機能をサポート解凍レイヤ

すべてのプロトコルがこの機能をサポートタイムアウト

HTTP のみトリックリング

すべてのプロトコルがこの機能をサポートフォールバック オプション

すべてのプロトコルがこの機能をサポートプロトコル固有メッセージ

SMTP、POP3、および IMAP のみE メール通知

すべてのプロトコルがこの機能をサポートカスタムメッセージ

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

HTTP 完全ウィルス対策スキャン

• HTTP スキャンについて 805ページ

• HTTP スキャンを有効にする（CLI 手順） 806ページ

• HTTP トリックリングについて 806ページ

• ウィルス対策スキャン中にタイムアウトを防止するように HTTP トリックリングを設定する

（CLI 手順） 807ページ

• MIME ホワイトリストについて 807ページ

• 例 : ウィルス対策スキャンをバイパスするように MIME ホワイトリストを設定する 808ページ

• URL ホワイトリストについて 808ページ

• ウィルス対策スキャンをバイパスするように URL ホワイトリストを設定する（CLI 手

順） 809ページ

HTTP スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルで HTTP(Hypertext Transfer Protocol)トラフィック

にウィルス対策スキャンが有効の場合、定義されている HTTP サービス ポート（通常、ポート

80）への TCP トラフィックが監視されます。HTTP トラフィックに関しては、セキュリティ デ

バイスは HTTP 応答と要求 (GET、POST、PUT の各コマンド) の両方をスキャンします。

注: HTTP ウィルス対策スキャンの場合、HTTP 1.0 および 1.1 の両方がサポートさ

れています。プロトコル バージョンが HTTP 0.x の場合、ウィルス対策スキャナは

トラフィックのスキャンを試みます。未知のプロトコルはバイパスされます。たと

えば、アプリケーション プロトコルで転送プロトコルに HTTP を使用していても、

HTTP 1.0 または 1.1 に準拠していないとします。その場合、これらは、未知のプ

ロトコルと見なされ、スキャンされません。
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ウィルス対策スキャナがどのように HTTP トラフィックをインターセプトし、スキャンし、処

理するかを以下に概説します。

1. HTTP クライアントが HTTP 要求を Web サーバーに送信したり、Web サーバーが HTTP 要求

に応答したりします。

2. セキュリティ デバイスは要求をインターセプトしてデータをウィルス対策スキャナに渡し

ます。ウィルス対策スキャナは要求にウィルスがないかスキャンします。

3. スキャン完了後、デバイスは次の 2 つのいずれかの処理を行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、要求を Web サーバーに転送します。

• ウィルスが見つかった場合は要求をドロップし、感染を報告する HTTP メッセージをクラ

イアントに送信します。

スクリプトのみのスキャンの場合、入力オブジェクトはスクリプト ファイルです。これは、

JavaScript、VBScript、mIRC スクリプト、bat スクリプト（DOS bat ファイル）、および他の

テキスト スクリプトの場合があります。エンジンは、入力コンテンツとスクリプト ファイル

の署名のマッチングのみ行います。スクリプト スキャンは、HTTP プロトコルの HTML コンテ

ンツにのみ適用可能です。このスキャン タイプには 2 つの基準があります。まず、この HTML

ドキュメントのコンテンツタイプ フィールドはテキストまたは HTML である必要があります。

次に、HTTP ヘッダーにはコンテンツ エンコーディングがないことです。この 2 つの基準を満

たすと、HTML パーサーを使用して、HTML ドキュメントのスクリプトを解析します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

HTTP スキャンを有効にする（CLI 手順）

HTTP トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の CLI 設定ステートメント

を入力します。

user@host# set security utm utm-policy policy-name anti-virus http

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

HTTP トリックリングについて

HTTP トリックリングは、HTTP クライアントまたはサーバーがファイル転送中またはウィルス

対策スキャン中にタイムアウトしないように使用するメカニズムです。低速リンクで転送する

場合、ウィルス対策スキャナが複雑なファイルをスキャンするのに時間がかかりすぎると、大

容量ファイルがタイムアウトすることがあります。

HTTP トリックリングとは、ダウンロードされた HTTP ファイルをスキャン マネージャが調べ

ている間にブラウザ ウィンドウがタイムアウトしないよう、指定量のスキャンされていない

HTTP トラフィックを要求している HTTP クライアントに転送することです。(セキュリティ デ

バイスはスキャンされたファイル全体を転送する前に少量のデータを転送します。)

HTTP トリックリングは、時間ベースで、この機能を設定するパラメータは、タイムアウト間隔

のみです。デフォルトでは、トリックリングは無効です。
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注: タイムアウトベースのトリックリングはパケットに基づきます。つまり、特定

時間枠内にパケットが受信されないと、HTTP トリックリングは中止されます。この

設定は、HTTP 接続でのみサポートされています。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

ウィルス対策スキャン中にタイムアウトを防止するように HTTP トリックリングを設定す

る（CLI 手順）

HTTP トリックリングを設定するには、次の CLI 設定ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine {

profile name {

trickling timeout seconds;

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

MIME ホワイトリストについて

ゲートウェイ デバイスは MIME（Multipurpose Internet Mail Extension）タイプを使用して、

ウィルス対策スキャンをバイパスできるトラフィックを判断します。MIME ホワイトリストで

は、MIME タイプのリストを定義し、1 つ以上の MIME エントリを含めることができます。

MIME エントリは大文字小文字を区別します。空の MIME は無効なエントリで、MIME リストに

掲載することはできません。MIME エントリが「/」文字で終了する場合は、接頭辞マッチング

が行われます。そうでない場合は、完全一致が行われます。

MIME タイプ ウィルス対策スキャンのバイパスを設定するために使用する MIME リストのタイ

プは次の 2 つです。

• MIME ホワイトリストのリスト—これは、ウィルス対策スキャンをバイパスできる MIME タイ

プの完全なリストです。

• 例外リスト—例外リストは、MIME ホワイトリストのリストから一部の MIME タイプを除外し

たリストです。このリストは MIME ホワイトリスト内の MIME タイプのサブセットです。

たとえば、MIME ホワイトリストにエントリ video/ が含まれており、例外リストにエントリ

video/x-shockwave-flash が含まれている場合、これらの 2 つのリストを使用して、“video/”

MIME タイプのオブジェクトをバイパスできますが、“video/x-shockwave-flash” MIME タ

イプはバイパスできないようにすることができます。

MIME ホワイトリストのエントリには次の制限があります。

• MIME リスト内の最大 MIME アイテム数は 50 です。

• 各 MIME エントリは最大 40 バイトに制限されています。

• MIME リスト名文字列は最大 40 バイトに制限されています。
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関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : ウィルス対策スキャンをバイパスするように MIME ホワイトリストを設定する

この例では、ウィルス対策スキャンをバイパスするように MIME ホワイトリストを設定する方

法を示します。

• 要件 808ページ

• 概要 808ページ

• 設定 808ページ

• 確認 808ページ

要件

開始前に、MIME タイプ ウィルス対策スキャン バイパスを設定するために使用する MIME リス

ト タイプを決定します。「807ページの「MIME ホワイトリストについて」」を参照してくださ

い。

概要

この例では、「avmime2」および「ex-avmime2」とよぶ MIME リストを作成し、それらにパター

ンを追加します。

設定

ステップごとの手順 ウィルス対策スキャンをバイパスするように MIME ホワイトリストを設定するには、次の操作

を行います。

1. MIME リストを作成し、このリストにパターンを追加します。

[edit]

user@host# set security utm custom-objects mime-pattern avmime2 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

user@host# set security utm custom-objects mime-pattern ex-avmime2 value

[video/quicktime-inappropriate]

2. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

URL ホワイトリストについて

URL ホワイトリストは、固有のカスタム リストで、そこで、指定カテゴリ リスト内のすべて

の URL または IP アドレスは、常にスキャンをバイパスすると指定します。ウィルス対策ス

キャンは CPU およびメモリを多く使用するアクションなので、スキャンが必要ないと分かって

いる URL や IP アドレスがあれば、このカスタム リストを作成して、そこに追加しておくと

よいでしょう。
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関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

ウィルス対策スキャンをバイパスするように URL ホワイトリストを設定する（CLI 手順）

URL ホワイトリストを設定するには、次の CLI 設定ステートメントを使用します。

security utm custom-objects {

custom-url-category { ; set of list

name url-category-name; #mandatory

value url-pattern-name;

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

FTP 完全ウィルス対策スキャン

• FTP ウィルス対策スキャンについて 809ページ

• FTP ウィルス対策スキャンを有効にする（CLI 手順） 809ページ

FTP ウィルス対策スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルで FTP（File Transfer Protocol）トラフィックにウィ

ルス対策スキャンが有効になっている場合、セキュリティ デバイスは制御チャネルを監視し、

データを転送する FTP コマンドの 1 つを検出すると、データ チャネルで送信されるデータを

スキャンします。

ウィルス対策スキャナがどのように FTP トラフィックをインターセプトし、スキャンし、処理

するかを以下に概説します。

1. ローカル FTP クライアントは FTP 制御チャネルを開いて FTP サーバーに接続し、データ

を転送するよう要求します。

2. FTP クライアントとサーバーが交渉し、データ転送に使うデータチャネルを確立します。セ

キュリティ デバイスはデータをインターセプトし、データをウィルス対策スキャン エンジ

ンに渡し、ウィルス スキャンをします。

3. スキャン完了後、デバイスは次の 2 つのいずれかの処理を行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、デバイスはデータをクライアントに転送します。

• ウィルスがある場合、デバイスはデータをデータ チャンネルでドロップ メッセージと置

き換え、制御チャンネルにウィルスがあったことを報告するメッセージを送信します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

FTP ウィルス対策スキャンを有効にする（CLI 手順）

FTP（File Transfer Protocol）トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の

CLI 設定ステートメントを入力します。

user@host# security utm utm-policy policy-name anti-virus ftp
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注: FTP トラフィックをスキャンするには、FTP ALG を有効にする必要があります。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

SMTP 完全ウィルス対策スキャン

• SMTP ウィルス対策スキャンについて 810ページ

• SMTP ウィルス対策スキャンを有効にする（CLI 手順） 812ページ

SMTP ウィルス対策スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルで SMTP（Simple Mail Transfer Protocol）ウィルス

対策スキャンが有効になっている場合、セキュリティ デバイスはトラフィックをローカル SMTP

クライアントからウィルス対策スキャナへ転送した後、そのトラフィックをローカル メール

サーバーに送信します。

注: チャンキングは、データ コマンドの代替機能です。これは、大容量メッセージ

を小さなかたまりで伝送するメカニズムです。これはサポートされていません。チャ

ンキングを使用するメッセージはバイパスされ、スキャンされません。

ウィルス対策スキャナがどのように SMTP トラフィックをインターセプトし、スキャンし、処

理するかを以下に概説します。

1. SMTP クライアントは、E メール メッセージをローカル メール サーバーに送信します。ま

たは、リモート メール サーバーは、SMTP を介して E メール メッセージをローカル メー

ル サーバーに送信します。

2. セキュリティ デバイスは E メール メッセージをインターセプトして、データをウィルス

対策スキャナに渡します。ウィルス対策スキャナはデータにウィルスがないかスキャンしま

す。

3. スキャン完了後、デバイスは次の 2 つのいずれかの処理を行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、デバイスはメッセージをローカル サーバーに転送

します。

• ウィルスが見つかった場合は、置き換えメッセージをクライアントに送信します。

このトピックには、次のセクションがあります。

• SMTP ウィルス対策メッセージの置き換えについて 810ページ

• SMTP ウィルス対策の送信者への通知について 811ページ

• SMTP ウィルス対策件名タグ付けについて 811ページ

SMTP ウィルス対策メッセージの置き換えについて

ウィルス対策スキャナが E メール メッセージにウィルスを検出すると、元のメッセージはド

ロップされ、メッセージ本体は切り捨てられ、コンテンツが次のようなメッセージに置き換え

られます。
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nContent-Type:text/plain

Your mail <src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> contains contaminated file <filename>

with virus <virusname>, so it is dropped.

スキャン エラーが返され、障害モードがドロップに設定されている場合、元のメッセージはド

ロップされ、メッセージ本体全体が切り捨てられます。コンテンツは次のようなメッセージに

置き換えられます。

nContent-Type:text/plain

Your mail <src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> is dropped for <reason>.

SMTP ウィルス対策の送信者への通知について

[notify-sender-on-virus（ウィルス検出時に送信者に通知）] が設定されている場合、ウィルス

が検出されたためメッセージがドロップされると、E メールがメール送信者に送信されます。

通知内容は次のようになります。

From:<admin>@<gateway_ip>

To:<sender_e-mail>

Subject:Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software.A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> <ENVID> contaminated file <filename> with

virus <virusname>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

[notify-sender-on-virus（ウィルス検出時に送信者に通知）] が設定されている場合、スキャン

エラーのためメッセージがドロップされると、E メールがスキャン メッセージのメール送信者

に送信されます。E メール内容は次のようになります。

From:<admin>@<gateway_ip>

To:<sender_e-mail>

Subject:Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software.A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> <ENVID> <reason>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

注: ENVID パラメータについて詳しくは、「RFC 3461」を参照してください。

SMTP ウィルス対策件名タグ付けについて

スキャン エラーが返され、失敗モードが [pass（渡す）] に設定されていると、ウィルス対策

モジュールはメッセージをサーバーに渡します。[notify-recipient-on-error-pass（エラーを渡

した場合受信者に通知）] が設定されている場合、次の文字列が件名フィールドの最後に添付さ

れます。

(No virus check:<reason>)

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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SMTP ウィルス対策スキャンを有効にする（CLI 手順）

HTTP トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の CLI 設定ステートメント

を入力します。

user@host# set security utm utm-policy policy-name anti-virus smtp-profile

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

POP3 完全ウィルス対策スキャン

• POP3 ウィルス対策スキャンについて 812ページ

• POP3 ウィルス対策スキャンを有効にする（CLI 手順） 813ページ

POP3 ウィルス対策スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルで POP3（Post Office Protocol 3 ）ウィルス対策ス

キャンが有効になっている場合、セキュリティ デバイスはトラフィックをローカル メール

サーバーからウィルス対策スキャナへ転送した後、そのトラフィックをローカル POP3 クライ

アントに送信します。

ウィルス対策スキャナがどのように POP3 トラフィックをインターセプトし、スキャンし、処

理するかを以下に概説します。

1. POP3 クライアントが E メール メッセージをローカル メール サーバーからダウンロード

します。

2. セキュリティ デバイスは E メール メッセージをインターセプトして、データをウィルス

対策スキャナに渡します。ウィルス対策スキャナはデータにウィルスがないかスキャンしま

す。

3. スキャン完了後、セキュリティデバイスは次の 2 つの処理のいずれかを行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、デバイスはメッセージをクライアントに転送しま

す。

• ウィルスが見つかった場合は、デバイスは感染を報告するメッセージをクライアントに送

信します。

注: IMAP のプロトコルのみの通知について詳しくは、「816ページの「プロトコ

ルのみのウィルス検出通知について」」を参照してください。

このトピックには、次のセクションがあります。

• POP3 ウィルス対策 メール メッセージの置き換えについて 813ページ

• POP3 ウィルス対策の送信者への通知について 813ページ

• POP3 ウィルス対策件名タグ付けについて 813ページ
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POP3 ウィルス対策 メール メッセージの置き換えについて

ウィルス対策スキャナが E メール メッセージにウィルスを検出すると、元のメッセージはド

ロップされ、メッセージ本体は切り捨てられ、コンテンツが次のようなメッセージに置き換え

られます。

nContent-Type:text/plain

Your mail <src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> contains contaminated file <filename>

with virus <virusname>, so it is dropped.

POP3 ウィルス対策の送信者への通知について

[notify-sender-on-virus（ウィルス検出時に送信者に通知）] が設定されている場合、ウィルス

が検出されたためメッセージがドロップされると、E メールがメール送信者に送信されます。

From:<admin>@<gateway_ip>

To:<sender_e-mail>

Subject:Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software.A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> contaminated file <filename> with virus

<virusname>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

[notify-sender-on-virus（ウィルス検出時に送信者に通知）] が設定されている場合、スキャン

エラーのためメッセージがドロップされると、E メールがスキャン メッセージのメール送信者

に送信されます。E メール内容は次のようになります。

From:<admin>@<gateway_ip>

To:<sender_e-mail>

Subject:Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software.A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> <reason>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

POP3 ウィルス対策件名タグ付けについて

スキャン エラーが返され、失敗モードが [pass（渡す）] に設定されていると、ウィルス対策

モジュールはメッセージをサーバーに渡します。[notify-recipient-on-error-pass（エラーを渡

した場合受信者に通知）] が設定されている場合、次の文字列が件名フィールドの最後に添付さ

れます。

(No virus check:<reason>)

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

POP3 ウィルス対策スキャンを有効にする（CLI 手順）

POP3 トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の CLI 設定ステートメント

を入力します。

user@host# set security utm utm-policy policy-name anti-virus pop3-profile
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関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

IMAP 完全ウィルス対策スキャン

• IMAP ウィルス対策スキャンについて 814ページ

• IMAP ウィルス対策スキャンを有効にする（CLI 手順） 816ページ

IMAP ウィルス対策スキャンについて

コンテンツ セキュリティ プロファイルで IMAP（Internet Message Access Protocol ）ウィ

ルス対策スキャンが有効になっている場合、セキュリティ デバイスはトラフィックをローカル

メール サーバーから内蔵ウィルス対策スキャナへ転送した後、そのトラフィックをローカル

IMAP クライアントに送信します。

ウィルス対策スキャナがどのように IMAP トラフィックをインターセプトし、スキャンし、処

理するかを以下に概説します。

1. IMAP クライアントが E メール メッセージをローカル メール サーバーからダウンロード

します。

2. セキュリティ デバイスは E メール メッセージをインターセプトして、データをウィルス

対策スキャナに渡します。ウィルス対策スキャナはデータにウィルスがないかスキャンしま

す。

3. スキャン完了後、セキュリティデバイスは次の 2 つの処理のいずれかを行います。

• ウィルスが見つからなかった場合は、デバイスはメッセージをクライアントに転送しま

す。

• ウィルスが見つかった場合は、デバイスは感染を報告するメッセージをクライアントに送

信します。

注: IMAP のプロトコルのみの通知について詳しくは、「816ページの「プロトコ

ルのみのウィルス検出通知について」」を参照してください。

このトピックには、次のセクションがあります。

• IMAP ウィルス対策 メール メッセージの置き換えについて 814ページ

• IMAP ウィルス対策の送信者への通知について 815ページ

• IMAP ウィルス対策件名タグ付けについて 815ページ

• IMAP ウィルス対策スキャン制限について 815ページ

IMAP ウィルス対策 メール メッセージの置き換えについて

ウィルス対策スキャナが E メール メッセージにウィルスを検出すると、元のメッセージはド

ロップされ、メッセージ本体は切り捨てられ、コンテンツが次のようなメッセージに置き換え

られます。

nContent-Type:text/plain

Your mail <src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> contains contaminated file <filename>

with virus <virusname>, so it is dropped.
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IMAP ウィルス対策の送信者への通知について

[notify-sender-on-virus（ウィルス検出時に送信者に通知）] が設定されている場合、ウィルス

が検出されたためメッセージがドロップされると、E メールがメール送信者に送信されます。

From:<admin>@<gateway_ip>

To:<sender_e-mail>

Subject:Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software.A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> contaminated file <filename> with virus

<virusname>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

[notify-sender-on-virus（ウィルス検出時に送信者に通知）] が設定されている場合、スキャン

エラーのためメッセージがドロップされると、E メールがスキャン メッセージのメール送信者

に送信されます。E メール内容は次のようになります。

From:<admin>@<gateway_ip>

To:<sender_e-mail>

Subject:Mail Delivery Failure

This message is created automatically by mail delivery software.A message that you sent

could not be delivered to one or more of its recipients for the reason:

<src_ip> :<src_port> — <dst_port>:<dst_port> <reason>.

e-mail Header is:

<header of scanned e-mail>

IMAP ウィルス対策件名タグ付けについて

スキャン エラーが返され、失敗モードが [pass（渡す）] に設定されていると、ウィルス対策

モジュールはメッセージをサーバーに渡します。[notify-recipient-on-error-pass（エラーを渡

した場合受信者に通知）] が設定されている場合、次の文字列が件名フィールドの最後に添付さ

れます。

(No virus check:<reason>)

IMAP ウィルス対策スキャン制限について

メール フラグメント— 1 つの E メールを複数部分に分割し、各部分を異なる応答で送信する

ことができます。これをメール フラグメント化と呼び、よく使用される大部分のメール クラ

イアントは、大容量の E メールを送受信するためにこれをサポートしています。メール フラ

グメントのスキャンはウィルス対策スキャナではサポートされておらず、このような場合、メッ

セージ本体はスキャンされません。

部分コンテンツ—E メールのサイズによって処理方法を変えるメール クライアントもあります。

たとえば、小容量 E メール（10 KB 未満）は一括してダウンロードします。大容量 E メール

（たとえば、１ MB 未満）は、IMAP サーバーの要求に応じて、10 KB ずつに分割します。部分

コンテンツのスキャン要求はウィルス対策スキャナーではサポートされていません。

IMAP アップロード—IMAP ダウンロードのウィルス対策スキャンのみサポートされています。

IMAP アップロード トラフィックはスキャンされません。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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IMAP ウィルス対策スキャンを有効にする（CLI 手順）

IMAP トラフィックのウィルス対策スキャンを有効にするには、次の CLI 設定ステートメント

を入力します。

user@host# security utm utm-policy policy-name anti-virus imap-profile

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策スキャン結果と通知オプション

• 完全ウィルス対策スキャン結果の処理について 816ページ

• プロトコルのみのウィルス検出通知 816ページ

• E メール ウィルス検出通知 817ページ

• カスタム メッセージ ウィルス検出通知 818ページ

• 完全ウィルス対策スキャン フォールバック オプション 819ページ

完全ウィルス対策スキャン結果の処理について

ウィルス対策スキャン結果は、結果によって処理方法が異なります。たとえば、スキャン結果

がクリーンな場合、トラフィックは受信者に転送されます。スキャン結果が感染されている場

合は、トラフィックはドロップされます。スキャン結果がエラーの場合は、結果の処理は失敗

の原因と設定（フォールバック設定）によって異なります。

スキャン結果に基づくアクションのリストは次のとおりです。

• スキャン結果 = Pass（渡す）

スキャン結果の処理アクションは、メッセージを渡すことです。この場合、ウィルスは検出

されず、エラー コードは返されません。または、エラー コードは返されますが、このエラー

コードのフォールバック オプションは [log-and-permit（ログして許可）] に設定されま

す。

• スキャン結果 = Block（ブロック）

スキャン結果の処理アクションは、メッセージをブロックすることです。この場合、ウィル

スが検出されています。または、エラー コードが返され、このエラー コードのフォールバッ

ク オプションは [BLOCK（ブロック）] です。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

プロトコルのみのウィルス検出通知

• プロトコルのみのウィルス検出通知について 816ページ

• プロトコルのみのウィルス検出通知の設定（CLI 手順） 817ページ

プロトコルのみのウィルス検出通知について

ウィルスが検出されたか、スキャン エラーが生じたためにコンテンツがブロックされると、ク

ライアントは通常、正常の応答コードを受信しますが、警告メッセージを含む変更コンテンツ
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（ファイル置き換え）が添付されています。しかし、プロトコルのみの通知の場合、プロトコ

ル固有のエラー コードがクライアントに返されます。このようにして、クライアントは、ファ

イル転送が成功したと解釈せず、ウィルスが検出されたと判断します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

プロトコルのみのウィルス検出通知の設定（CLI 手順）

プロトコルのみのウィルス検出通知を設定するには、次の CLI 設定ステートメントを使用しま

す。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

notification-options {

virus-detection {

type { protocol-only | message }

}

fallback-block {

type { protocol-only | message }

}

}

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

E メール ウィルス検出通知

• E メール ウィルス検出通知について 817ページ

• E メール ウィルス検出通知の設定（CLI 手順） 818ページ

E メール ウィルス検出通知について

メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）の場合、送信者または受信者に E メール通知を使用

して、検出ウィルスまたはスキャン エラーを通知します。E メール通知には次の 3 つの設定

があります。

• virus-detection/notify-mail-sender（ウィルス検出/メール送信者に通知）— この設定は、

ウィルスが検出されたときに使用されます。これが有効な場合、E メールはウィルス検出時

に送信者に送信されます。

• fallback-block/notify-mail-sender（フォールバック ブロック/メール送信者に通知）— こ

の設定は、他のスキャン コードやスキャン エラーが返され、メッセージがドロップされた

ときに使用されます。これが有効な場合、E メールはエラー コードが返されたときに送信者

に送信されます。

• fallback-non-block/notify-mail-recipient（フォールバック ブロックなし/メール受信者

に通知）—この設定は、他のスキャン コードやスキャン エラーが返され、メッセージが渡さ

れたときに使用されます。これが有効な場合、エラー コードが返されたときに、E メールは

タグ付きで受信者に送信されます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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E メール ウィルス検出通知の設定（CLI 手順）

ウィルス検出時に E メール通知を送信するようにシステムを設定するには、次の CLI 設定ス

テートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

notification-options {

virus-detection {

notify-mail-sender

}

fallback-block {

notify-mail-sender

}

fallback-non-block {

notify-mail-recipient

}

}

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

カスタム メッセージ ウィルス検出通知

• カスタム メッセージ ウィルス検出通知について 818ページ

• カスタム メッセージ ウィルス検出通知の設定（CLI 手順） 818ページ

カスタム メッセージ ウィルス検出通知について

カスタム メッセージ通知は通常、ファイル置き換えやウィルス対策スキャン結果がファイルを

ドロップする場合の応答メッセージで使用します。カスタム メッセージを使用する場合は、カ

スタマイズした件名タグを定義できるメッセージ コンテンツにカスタマイズしたメッセージを

提供できます。

注: Custom-message in fallback-nonblock は、メール プロトコルでのみ使用され

ます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

カスタム メッセージ ウィルス検出通知の設定（CLI 手順）

ウィルス検出時にカスタム メッセージを送信するようにシステムを設定するには、次の CLI

設定ステートメントを使用します。

security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile name {

notification-options {

virus-detection {

custom-message msg

custom-message-subject subject-msg

}

fallback-block {
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custom-message msg

custom-message-subject subject-msg

}

fallback-non-block {

custom-message msg

custom-message-subject subject-msg

}

}

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策スキャン フォールバック オプション

• ウィルス対策スキャン フォールバック オプションについて 819ページ

• 例 : ウィルス対策スキャン フォールバック オプションの設定 820ページ

ウィルス対策スキャン フォールバック オプションについて

フォールバック オプションにより、スキャン エンジンまたはスキャン マネージャから返され

たエラーを処理する方法をシステムに伝えます。以下に可能性のあるエラーとこれらのエラー

タイプに対するデフォルトのフォールバック アクションをリストします。

• スキャン エンジンの準備ができていません（engine-not-ready）

スキャン エンジンは自身で、たとえば、署名データベースのロードなどの初期化を行いま

す。この段階では、ファイルのスキャンの準備はできていません。この設定によって、ファ

イルは渡されるか、ブロックされます。デフォルトのアクションは、BLOCK です。

• 破損ファイル（corrupt-file）

破損ファイルは、スキャン エンジンが破損ファイルを検出したときに返すエラーです。デ

フォルトのアクションは、PASS です。

• 解凍レイヤ（decompress-layer）

解凍レイヤ エラーは、スキャン ファイルにある解凍レイヤが多すぎる場合にスキャン エン

ジンが返すエラーです。デフォルトのアクションは、BLOCK です。

• パスワード保護ファイル（password-file）

パスワード保護ファイルはスキャン ファイルがパスワードで保護されている場合にスキャン

エンジンが返すエラーです。デフォルトのアクションは、PASS です。

• 最大コンテンツ サイズ（content-size）

コンテンツ サイズが設定制限を超えると、max-content-size フォールバック オプションに

従って、コンテンツが渡されるか、ブロックされます。デフォルトのアクションは、BLOCK

です。

• 要求が多すぎます（too-many-requests）

同時に受信したメッセージの合計数がデバイス制限を超えると、too-many-request フォール

バック オプションに従って、コンテンツが渡されるか、ブロックされます。デフォルトのア

クションは、BLOCK です。（許可される要求制限は設定可能ではありません。）
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• タイムアウト

複雑なファイルのスキャンは、リソースと時間を消費します。スキャン時間がウィルス対策

プロファイルのタイムアウト設定を超えると、処理が中止され、ウィルス チェックを完了し

ないでコンテンツが渡されるかブロックされます。この判断は、タイムアウト フォールバッ

ク オプションに基づいて行われます。デフォルトのアクションは、BLOCK です。

• リソース不足（out-of-resources）

ウィルス スキャンには多くのメモリと CPU リソースが必要です。リソース制約により、メ

モリ割り当て要求がシステムによって拒否されることがあります。この障害は、スキャン エ

ンジン（スキャンコードとして）またはスキャン マネージャから返されます。

out-of-resources が生じると、スキャンは中止されます。デフォルトのアクションは、BLOCK

です。

• デフォルト

上記以外のすべてのエラーは、このカテゴリに入ります。これには、未処理システム例外（内

部エラー）その他の未知のエラーが含まれます。デフォルトのアクションは、BLOCK です。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : ウィルス対策スキャン フォールバック オプションの設定

この例では、ウィルス対策スキャン フォールバック オプションの設定方法について示します。

• 要件 820ページ

• 概要 820ページ

• 設定 821ページ

• 確認 822ページ

要件

開始前に、可能性のあるエラー タイプとこれらのエラー タイプに対するデフォルトのフォー

ルバック アクションを理解してください。「819ページの「ウィルス対策スキャン フォールバッ

ク オプションについて」」を参照してください。

概要

この例では、「kasprof」と呼ばれる機能プロファイルを設定し、default、content-size、

corrupt-file、decompress-layer、engine-not-ready、out-of-resources、password-file、

timeout、too-many-requests をブロックに設定します。

注: パターン データベースの URL を変更するコマンドは次のとおりです。

[edit]

user@host# edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set pattern-update url http://..

デフォルトの URL は、http://update.juniper-updates.net/AV/<device-version>

です。何か問題があり、サポートに連絡している場合を除いて、この URL を変更し

ないでください。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.820

Junos OS セキュリティ設定ガイド



設定

CLI 簡単構成 スキャン フォールバック オプションをすばやく設定するには、次のコマンドをコピーし、CLI

に貼り付けます。

[edit]

set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options content-size block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options corrupt-file block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options decompress-layer block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options default block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options engine-not-ready block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options out-of-resources block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options password-file block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options timeout block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options too-many-requests block

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

スキャンのフォールバック オプションを設定するには、次の操作を行います。

1. エンジン タイプを選択し設定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine

2. Kaspersky Lab エンジンにプロファイルを作成し、フォールバック オプションのリスト

を block（ブロック）または log-and-permit（ログして許可）に設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 fallback-options content-size block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options corrupt-file block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options decompress-layer block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options default block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options engine-not-ready block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options out-of-resources block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options password-file block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options timeout block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options too-many-requests block

結果 設定モードで、show security utm feature-profile anti-virus コマンドを入力して、設定を確

認します。意図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

簡単にするために、このshow コマンドの出力には、この例に関係する設定のみ含めています。

システムの他の設定は、省略（...）に置き換えています。
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[edit]

user@host#show security utm feature-profile anti-virus

kaspersky-lab-engine {

profile kasprof1 {

fallback-options {

default block;

corrupt-file block;

password-file block;

decompress-layer block;

content-size block;

engine-not-ready block;

timeout block;

out-of-resources block;

too-many-requests block;

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• ウィルス対策スキャン フォールバック オプションの確認 822ページ

ウィルス対策スキャン フォールバック オプションの確認

目的 ウィルス対策スキャン フォールバック オプションを確認すること。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策設定概要

ウィルス対策保護を設定する場合、まず使用するウィルス対策カスタム オブジェクトを作成す

る必要があります。これらのカスタム オブジェクトには、MIME パターン リスト、MIME 例外

リスト、ファイル名拡張子リストが含まれることがあります。カスタム オブジェクトを作成す

ると、インテリジェント プレスクリーニングやコンテンツ サイズ制限を含め、完全ウィルス

対策保護を設定できます。

完全ファイルベースのウィルス対策保護を設定するには、次の操作を行います。

1. UTM 機能に UTM カスタム オブジェクトを設定します。次の例では、mime-pattern、

filename-extension、url-pattern、および custom-url-category カスタム オブジェクト

を有効にします。

user@host# set security utm custom-objects mime-pattern

user@host# set security utm custom-objects filename-extension

user@host# set security utm custom-objects url-pattern

user@host# set security utm custom-objects custom-url-category
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2. 機能プロファイルを使用して、主要機能パラメータを設定します。次の例では、anti-virus

機能プロファイルを使用してオプションを有効にします。

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

pattern-update

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

fallback-options

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

notification-options

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

scan-options

user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile

trickling

user@host# set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist

user@host# set security utm feature-profile anti-virus url-whitelist

3. 各プロトコルに UTM ポリシーを設定し、このポリシーをプロファイルに添付します。次の

例では、HTTP プロトコルに utmp2 UTM ポリシーを設定します。

user@host# set security utm utm-policy utmp2 anti-virus http-profile http1

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。次の例では、utmp2 UTM ポリシーを

p2 セキュリティ ポリシーに添付します。

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 then permit

application-services utm-policy utmp2

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

完全ウィルス対策の設定（J-Web 手順）

• 完全ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定（J-Web 手順） 823ページ

• 完全ウィルス対策機能プロファイルの設定（J-Web 手順） 826ページ

• 完全ウィルス対策 UTM ポリシーの設定（J-Web 手順） 830ページ

• 完全ウィルス対策 UTM ポリシーの添付（J-Web 手順） 831ページ

完全ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定（J-Web 手順）

ウィルス対策保護を設定するには、まず、カスタム オブジェクト（MIME パターン リスト、

ファイル名拡張子リスト、URL パターン リスト、およびカスタム URL カテゴリ リスト）を作

成する必要があります。

MIME パターン リストのカスタム オブジェクトを設定するには、次の操作を行います。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Custom Objects（カスタ

ム オブジェクト）] を選択します。

2. [MIME Pattern List（MIME パターン リスト）] タブで、[Add（追加）] ボタンをクリック

して、MIME パターン リストを作成します。

3. [Add MIME Pattern（MIME パターンの追加）] ポップアップ ウィンドウの [MIME Pattern

Name（MIME パターン名）] の横に一意の名前を入力します。
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注: MIME ホワイトリストと MIME 例外リスト（必要に応じて）を作成している

ことを忘れないでください。ウィルス対策を設定すると、両方の MIME リストが

[MIME Whitelist（MIME ホワイトリスト）] フィールドおよび [Exception MIME

Whitelist（例外 MIME ホワイトリスト）] フィールドにに表示されます。した

がって、作成する MIME リスト名はできるかぎり記述的な名前にします。

4. [MIME Pattern Value（MIME パターン値）] の横に MIME パターンを入力します。

5. [Add（追加）] をクリックして、MIME パターンを [Values（値）] リスト ボックスに追加

します。このボックスで、エントリを選択したり、[Delete（削除）] ボタンを使用してリ

ストからそれを削除したりできます。このようにして、MIME パターンの追加を続けます。

6. オプションで、新しい MIME リストを作成し、例外リストとすることもできます。例外リス

トは通常、メインの MIME リストのサブセットです。

7. [OK] をクリックして、設定をチェックし、MIME リストの一部として選択値を保存します。

そして、[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリック

します。

8. 設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。

ファイル名例外リストのカスタム オブジェクトを設定するには、次の操作を行います。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Custom Objects（カスタ

ム オブジェクト）] を選択します。

2. [Filename Extension List（ファイル名拡張子リスト）] タブで、[Add（追加）] ボタンを

クリックして、ファイル名拡張子リストを作成します。

3. [File Extension Name（ファイル拡張子名）] の横に、一意の名前を入力します。この名前

は、ウィルス対策プロファイルを設定する場合に、[Scan Option By Extension list（拡張

子リスト別スキャン オプション）] に表示されます。

4. [Available Values（利用可能な値）] ボックスで、1 つ以上のデフォルト値を選択し（複

数の同時項目を選択する場合は、[Shift] を押し、複数の個別項目を選択する場合は、[Ctrl]

を押します）そして、右矢印ボタンをクリックして、値を [Selected Values（選択した値）]

ボックスに移動します。

5. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。そして、

[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

6. 設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

プロファイルが正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details

（詳細）] をクリックし、理由を調べます。
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URL パターン リストのカスタム オブジェクトを設定します。

注: URL パターン リストを使用して、カスタムの URL カテゴリ リストを作成する

ので、URL パターン リストのカスタム オブジェクトを設定してから、カスタム URL

カテゴリ リストを設定する必要があります。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Custom Objects（カスタ

ム オブジェクト）] を選択します。

2. [URL Pattern List（URL パターン リスト）] タブで、[Add（追加）] ボタンをクリックし

て、URL パターン リストを作成します。

3. [URL Pattern Name（URL パターン名）] の横に、一意の名前を入力します。この名前は、

[Custom URL Category List Custom Object（カスタム URL カテゴリ リストのカスタム オ

ブジェクト）] ページに表示され、選択できます。

4. [URL Pattern Value（URL パターン値）] の横に、スキャンをバイパスするリストに追加す

る URL または IP アドレスを入力します。

URL パターンを入力する際、次のワイルドカード文字がサポートされています。

• \*\.[]\?* のワイルドカード文字がサポートされています。

• すべてのワイルドカードの URL の前に「http://」を付ける必要があります。

• アスタリスク「*」ワイルドカード文字が使用できるのは、URL の最初で、その後にピリ

オドが続く場合のみです。

• 疑問符「?」ワイルドカード文字は URL の最後でのみ使用できます。

• 次のワイルドカード シンタックスがサポートされています。http://*.juniper.net,

http://www.juniper.ne?, http://www.juniper.n??

• 次のワイルドカード シンタックスはサポートされていません。*.juniper.net ,

www.juniper.ne?, http://*juniper.net, http://*

5. [Add（追加）] をクリックして、URL パターンを [Values（値）] リスト ボックスに追加

します。リストには最大 8192 項目入力できます。エントリを選択したり、[Delete（詳細）]

ボタンを使用してリストからそれを削除したりできます。このようにして、URL や IP アド

レスを引き続き追加します。

6. [OK] をクリックして、設定をチェックし、作成した URL パターン リストの一部として選

択値を保存します。そして、[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミッ

ト）] をクリックします。

7. 設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。
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カスタム URL カテゴリ リストのカスタム オブジェクトの設定

注: URL パターン リストを使用して、カスタムの URL カテゴリ リストを作成する

ので、URL パターン リストのカスタム オブジェクトを設定してから、カスタム URL

カテゴリ リストを設定する必要があります。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Custom Objects（カスタ

ム オブジェクト）] を選択します。

2. [URL Category List（URL カテゴリ リスト）] タブで、[Add（追加）] をクリックして、

URL カテゴリ リストを作成します。

3. [URL Category Name（URL カテゴリ名）] の横に、一意の名前を入力します。ウィルス対策

グローバル オプション設定時に、この名前が [URL Whitelist（URL ホワイトリスト）] リ

ストに表示されます。

4. [Available Values（利用可能な値）] ボックスで、リストからスキャンをバイパスする URL

パターン リスト 名を選択し、右矢印ボタンをクリックして、[Selected Values（選択した

値）] ボックスに移動します。

5. [[OK] をクリックして、設定をチェックし、作成した URL リストの一部として選択値を保

存します。そして、[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）]

をクリックします。

[OK] をクリックして、作成したカスタム URL リストの一部として選択値を保存します。

6. 設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。

完全ウィルス対策機能プロファイルの設定（J-Web 手順）

カスタム オブジェクトを作成したら、ウィルス対策機能プロファイルを設定します。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] >[UTM] > [Global options（グロー

バル オプション）] を選択します。

2. [Anti-Virus（ウィルス対策）] タブの [MIME whitelist（MIME ホワイトリスト）] の横

で、リストから作成したカスタム オブジェクトを選択します。

3. [Exception MIME whitelist（例外 MIME ホワイトリスト）] の横で、リストから作成した

カスタム オブジェクトを選択します。

4. [URL Whitelist（URL ホワイトリスト）] の横で、リストから作成したカスタム オブジェ

クトを選択します。

5. [Engine Type（エンジン タイプ）] セクションで、使用するエンジン タイプを選択しま

す。完全ウィルス対策保護の場合は、[Kaspersky Lab] を選択してください。

6. [Kaspersky Lab Engine Option（Kaspersky Lab エンジン オプション）] セクションの

[Pattern update URL（パターン更新 URL）] ボックスに、パターン データベースの URL

を入力します。
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注: URL は、http://update.juniper-updates.net/AV/<device version> です。

これは変更しないでください。

7. [Pattern update interval（パターン更新間隔）] の横のボックスに、パターン データベー

スを自動更新する時間間隔を秒単位で入力します。デフォルトの間隔は 60 です。

8. パターン ファイルを自動更新する（[Auto update（自動更新）]）、または、しない（[No

Auto update（自動更新なし）]）を選択します。

9. [OK] をクリックして、選択値を保存します。

10.設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。

11. [Security（セキュリティ）] の左ペインで、[Anti-Virus（ウィルス対策）] を選択しま

す。

12.右ウィンドウで、[Add（追加）] をクリックし、ウィルス対策 Kaspersky Lab エンジンの

プロファイルを作成します。（既存項目を編集するには、それを選択して [Edit（編集）]

をクリックします。）

13. [Profile name（プロファイル名）] の横に、このウィルス対策プロファイルの一意の名前

を入力します。

14. [Profile Type（プロファイル タイプ）] を選択します。この場合、[Kaspersky] を選択し

ます。

15. [Trickling timeout（トリックリング タイムアウト）] の横に、タイムアウト パラメータ

を入力します。

注: トリックリングは HTTP にのみ適用されます。HTTP トリックリングは、

HTTP クライアントまたはサーバーがファイル転送中またはウィルス対策スキャ

ン中にタイムアウトしないように使用するメカニズムです。

16. [Intelligent prescreening（インテリジェント プレスクリーニング）] の横で、[Yes（は

い）] または [No（いいえ）] を選択します。

注: インテリジェント プレスクリーニングは、エンコードされていないトラ

フィック専用です。メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP、 および HTTP POST）

には適用できません。

17. [Scan Options（スキャン オプション）] セクションの [Intelligent prescreening（イン

テリジェント プレスクリーニング）] の横で、これを使用する場合は、[Yes（はい）] を

選択します。
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注: インテリジェント プレスクリーニングは、エンコードされていないトラ

フィック専用です。メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP、 および HTTP POST）

には適用できません。

18. [Content Size Limit（コンテンツ サイズ制限）] の横に、コンテンツ サイズ パラメータ

を入力します。コンテンツ サイズ チェックは、スキャン要求が送信される前に行われま

す。コンテンツ サイズは累積 TCP ペイロード サイズです。

19. [Scan engine timeout（スキャン エンジン タイムアウト）] の横に、スキャン タイムア

ウト パラメータを入力します。

20. [Decompress Layer Limit（解凍レイヤ制限）] の横に、解凍レイヤ制限パラメータを入力

します。

21. [Scan mode（スキャン モード）] セクションで、すべてのコンテンツをスキャンする場合

は、[Scan all files（すべてのファイルをスキャン）] を、ファイル拡張子別にスキャン

する場合は、[Scan files with specified extension（指定拡張子のファイルをスキャン）]

を選択します。

注: [Scan files with specified extension（指定拡張子のファイルをスキャ

ン）] を選択する場合は、表示されるスキャン エンジン ファイル名拡張子リス

トからファイル名拡張子リストのカスタム オブジェクトを選択する必要があり

ます。

22. [Fallback settings（フォールバック設定）] タブを選択します。

23. [Default（デフォルト）]（フォールバック オプション）の横で、リストから [Log and

permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。大部分の場合、

[Block（ブロック）] がデフォルトのフォールバック オプションです。

24. [Corrupt File（破損ファイル）]（フォールバック オプション）の横で、リストから [Log

and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

25. [Password File（パスワード ファイル）]（フォールバック オプション）の横で、リスト

から [Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

26. [Decompress Layer（解凍レイヤ）]（フォールバック オプション）の横で、リストから

[Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

27. [Content Size（コンテンツ サイズ）]（フォールバック オプション）の横で、リストから

[Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

28. [Engine Not Ready（エンジンの準備ができていない）]（フォールバック オプション）の

横で、リストから [Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選

択します。

29. [Timeout（タイムアウト）]（フォールバック オプション）の横で、リストから [Log and

permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

30. [Out Of Resources（リソース不足）]（フォールバック オプション）の横で、リストから

[Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。
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31. [Too Many Request（要求が多すぎる） ]（フォールバック オプション）の横で、リストか

ら [Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

32. [Notification options（通知オプション）] タブを選択します。

33. [Fallback block（フォールバック ブロック）] セクションの [Notification type（通知

タイプ）] の横で、[Protocol Only（プロトコルのみ）] または [Message（メッセージ）]

を選択して、ブロックのフォールバック オプションがトリガーされた場合に送信する通知

タイプを選択します。

34. [Notify mail sender（メール送信者に通知）] の横で、[Yes（はい）] または [No（いい

え）] を選択します。

35. [Yes（はい）] を選択した場合、[Custom Message（カスタム メッセージ）] の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本体のテキストを入力します（カスタム メッセー

ジを使用する場合）。

36. [Custom message subject（カスタム メッセージの件名）] の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。

37. [Fallback non block（フォールバック ブロックなし）] セクションの [Notify mail

recipient（受信者に通知）] の横で、[Yes（はい）] または [No（いいえ）] を選択しま

す。

38. [Yes（はい）] を選択した場合、[Custom Message（カスタム メッセージ）] の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本体のテキストを入力します（カスタム メッセー

ジを使用する場合）。

39. [Custom message subject（カスタム メッセージの件名）] の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。

40. [Notification options cont（通知オプション コンテンツ）] タブを選択します。

41. [Virus detection（ウィルス検出）] セクションの [Notification type（通知タイプ）]

の横で、[Protocol Only（プロトコルのみ）] または [Message（メッセージ）] を選択し

て、ブロックのフォールバック オプションがトリガーされた場合に送信する通知タイプを

選択します。

42. [Notify mail sender（メール送信者に通知）] の横で、[Yes（はい）] または [No（いい

え）] を選択します。

43. [Yes（はい）] を選択した場合、[Custom Message（カスタム メッセージ）] の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本体のテキストを入力します（カスタム メッセー

ジを使用する場合）。

44. [Custom message subject（カスタム メッセージの件名）] の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。制限は 255 文字です。

45. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。そして、

[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

46.設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。
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注: 各ウィルス対策プロトコルに個別のウィルス対策プロファイルを作成しま

す。これらのプロファイルには基本的に同じ設定情報が含まれますが、ウィルス

対策プロファイルに UTM ポリシーを作成する場合、UTM ポリシー設定ページに

は、サポートされている各プロトコルに個別のウィルス対策プロファイル選択

フィールドがあります。

完全ウィルス対策 UTM ポリシーの設定（J-Web 手順）

ウィルス対策機能プロファイル作成後、機能プロファイルを添付できる UTM ポリシーを設定し

ます。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [Policy（ポリシー）] >[UTM

Policies（UTM ポリシー）] を選択します。

2. [UTM policy configuration（UTM ポリシー設定）] ウィンドウで、[Add（追加）] をクリッ

クして、UTM ポリシーを設定します。このアクションによって、ポリシー設定ポップアップ

ウィンドウが表示されます。

3. ポップアップ ウィンドウで、[Main（メイン）] タブを選択します。

4. [Policy name（ポリシー名）] ボックスに、UTM ポリシーの一意の名前を入力します。

5. [Session per client limit（クライアント当たりのセッション制限）] ボックスに、この

UTM ポリシーのクライアント当たりセッション制限を、0 ～ 20000 の範囲で入力します。

6. [Session per client over limit（クライアント当たりのセッション制限）] リストで、こ

の UTM ポリシーのクライアント当たりのセッション制限を超えた場合にデバイスが取るべ

きアクションを選択します。オプションには、[Log and permit（ログして許可）] および

[Block（ブロック）] があります。

7. ポップアップ ウィンドウで、[Anti-Virus profiles（ウィルス対策プロファイル）] タブ

を選択します。

8. リストされている対応するプロトコルに、リストから設定した適切なプロファイルを選択し

ます。

9. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。そして、

[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

10.ポリシーが正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

プロファイルが正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details

（詳細）] をクリックし、理由を調べます。
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完全ウィルス対策 UTM ポリシーの添付（J-Web 手順）

UTM ポリシー作成後、セキュリティ ポリシーを作成し、UTM ポリシーをセキュリティ ポリシー

に添付します。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [Policy（ポリシー）] > [FW

Policies（ポリシー転送）] を選択します。

2. [Security Policy（セキュリティ ポリシー）] ウィンドウで、[Add（追加）] をクリック

して、UTM でセキュリティ ポリシーを設定します。このアクションによって、ポリシー設

定ポップアップ ウィンドウが表示されます。

3. [Policy（ポリシー）] タブで、[Policy Name（ポリシー名）] ボックスに名前を入力しま

す。

4. [From Zone（送信元ゾーン）] の横で、リストからゾーンを選択します。

5. [To Zone（送信先ゾーン）] の横で、リストからゾーンを選択します。

6. [Source Address（ソース アドレス）] を選択します。

7. [Destination Address（宛先アドレス）] を選択します。

8. [Application Sets（アプリケーション セット）] ボックスで「 junos-protocol」を選択

し（ウィルス対策スキャンをサポートするすべてのプロトコルに）、—> ボタンをクリック

して、それを [Matched（一致）] ボックスに移動します。

9. [Policy Action（ポリシー アクション）] の横で、[Permit（許可）] を選択します。

注: ポリシー アクションに [Permit（許可）] を選択すると、[Applications

Services（アプリケーション サービス）] タブで、[UTM Policy（UTM ポリシー）]

など複数の追加フィールドが利用可能になります。

10.ポップアップ ウィンドウで、[Application Services（アプリケーション サービス）] タ

ブを選択します。

11. [UTM Policy（UTM ポリシー）] の横で、リストから適切なポリシーを選択します。これに

より、UTM ポリシーがセキュリティ ポリシーに添付されます。

12. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。そして、

[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

13.ポリシーが正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

プロファイルが正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details

（詳細）] をクリックし、理由を調べます。

新しいポリシーを適用するには、それを有効にする必要があります。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : 完全ウィルス対策の設定（CLI）

• 例 : 完全ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定 832ページ

• 例 : 完全ウィルス対策機能プロファイルの設定 835ページ

• 例 : 完全ウィルス対策 UTM ポリシーの設定 840ページ

• 例 : 完全ウィルス対策 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する 841ページ

例 : 完全ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定

この例では、完全ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定方法を示します。

• 要件 832ページ

• 概要 832ページ

• 設定 832ページ

• 確認 834ページ

要件

始める前に

• 必要な完全ウィルス対策保護のタイプを決定します。「789ページの「完全ウィルス対策保護

概要」」を参照してください。

• 完全ウィルス対策パラメータを設定する順序を理解します。「791ページの「完全ウィルス対

策パターン更新の設定概要」」を参照してください。

概要

この例では、完全ウィルス対策機能プロファイルの作成に使用するカスタム オブジェクトを定

義します。カスタム オブジェクトを定義するには、次のタスクを行います。

1. 「extlist1」と呼ぶファイル名拡張子リストを設定し、.zip、.js、および .vbs などの拡

張子をリストに追加します。

2. 「avmime1」および 「ex-avmime1」と呼ぶ 2 つの MIME リストを作成し、リストにパター

ンを追加します。

3. 「urllist1」と呼ぶ URL パターン リストを設定します。

4. 「urllist1」URL パターン リストを使用して、「custurl1」と呼ぶカスタム URL カテゴリ

リストを設定します。

設定

CLI 簡単構成 完全ウィルス対策カスタム オブジェクトをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーし

て CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm custom-objects filename-extension extlist1 value [zip js vbs]

set security utm custom-objects mime-pattern avmime1 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]
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set security utm custom-objects mime-pattern ex-avmime1 value

[video/quicktime-inappropriate]

set security utm custom-objects url-pattern urllist1 value [http://www.url.com 5.6.7.8]

set security utm custom-objects custom-url-category custurl1 value urllist1

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

完全ウィルス対策フィルタリングのカスタム オブジェクトを設定するには、次の操作を行いま

す。

1. ファイル名拡張子リストを設定し、それに拡張子を追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects filename-extension extlist1 value [zip js vbs]

注: Kaspersky スキャン エンジンには、使用できる読み取り専用のデフォル

ト拡張子リストが搭載されて出荷されます。

2. MIME リストを作成し、このリストに MIME パターンを追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern avmime1 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

user@host# set custom-objects mime-pattern ex-avmime1 value

[video/quicktime-inappropriate]

3. URL パターン リストを設定します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllist1 value [http://www.url.com 5.6.7.8]

URL パターンを入力する際、次のワイルドカード文字がサポートされています。

• \*\.[]\?* のワイルドカード文字がサポートされています。

• すべてのワイルドカードの URL の前に「http://」を付ける必要があります。

• アスタリスク「*」ワイルドカード文字を使用できるのは、URL の最初で、その後にピ

リオドが続く場合のみです。

• 疑問符「?」ワイルドカード文字は URL の最後でのみ使用できます。

• 次のワイルドカード シンタックスがサポートされています。http://*.juniper.net,

http://www.juniper.ne?, http://www.juniper.n??.

• 次のワイルドカード シンタックスはサポートされていません。*.juniper.net ,

www.juniper.ne?, http://*juniper.net, http://*.

注: URL パターン リストを使用して、カスタムの URL カテゴリ リストを作

成するので、URL パターン リストのカスタム オブジェクトを設定してから、

カスタム URL カテゴリ リストを設定する必要があります。
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4. カスタム URL カテゴリ リストを設定します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl1 value urllist1

結果 設定モードで、show security utm コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定が表

示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost# show security utm

custom-objects {

mime-pattern {

avmime1 {

value [ video/quicktime image/x-portable-anymap x-world/x-vrml ];

}

ex-avmime1 {

value video/quicktime-inappropriate;

}

}

filename-extension {

extlist1 {

value [ zip js vbs ];

}

}

url-pattern {

urllist1 {

value [ http://www.url.com 5.6.7.8 ];

}

}

custom-url-category {

custurl1 {

value urllist1;

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• 完全ウィルス対策カスタム オブジェクトの確認 834ページ

完全ウィルス対策カスタム オブジェクトの確認

目的 完全ウィルス対策カスタム オブジェクトを確認すること。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : 完全ウィルス対策機能プロファイルの設定

この例では、完全ウィルス対策機能プロファイルの設定方法を示します。

• 要件 835ページ

• 概要 835ページ

• 設定 836ページ

• 確認 840ページ

要件

始める前に

• 必要な完全ウィルス対策保護のタイプを決定します。「789ページの「完全ウィルス対策保護

概要」」を参照してください。

• 完全ウィルス対策パラメータを設定する順序を理解します。「822ページの「完全ウィルス対

策設定概要」」を参照してください。

• リストと例外リストに MIME パターンを定義する必要があります。「808ページの「例 :ウィ

ルス対策スキャンをバイパスするように MIME ホワイトリストを設定する」」を参照してく

ださい。

概要

この例では、「kasprof1」と呼ぶ機能プロファイルを設定し、コンテンツのフィルタリングに

使用するカスタム オブジェクトを指定します。

• エンジン タイプに Kaspersky Lab エンジンを選択して設定します。

• パターン データベースの更新時間間隔に 120 を選択します。デフォルトの完全ファイルベー

スのウィルス対策パターン更新間隔は 60 分です

注: パターン データベースの URL を変更するコマンドは次のとおりです。

[edit]

user@host# edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set pattern-update url http://..

デフォルトの URL は、http://update.juniper-updates.net/AV/<device-version>

です。何か問題があり、サポートに連絡している場合を除いて、この URL を変更

しないでください。

• パターン ファイル更新時にカスタム メッセージで E メール通知、および、ウィルス対策パ

ターン ファイル更新時にカスタム件名行で E メール通知を有効にします。

• フォールバック オプション リストを BLOCK に設定します。

• ウィルス検出のフォールバック ブロックの通知オプションを設定します。フォールバック

ブロック アクションのカスタム メッセージを設定します。
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• プロトコルのみウィルス検出の通知を設定します。

• スキャン オプションを設定します。この例では、デバイスが TCP ペイロード コンテンツ

サイズのチェックを実行してから、スキャン要求を送信するよう設定します。

• 解凍レイヤ制限を設定します。この例では、デバイスがネストされた圧縮ファイル レイヤを

3 つ解凍してから、ウィルス スキャンを実行するよう設定します。

• コンテンツ サイズ パラメータを 20000 に設定します。

注: SRX100、SRX110、SRX210、SRX220、および SRX240 デバイスの場合、コンテ

ンツ サイズは 20000 です。SRX650 デバイスの場合、コンテンツ サイズは 40000

です。

• スキャン拡張子設定を設定します。デフォルトのリストは、junos-default-extension です。

たとえば、カスタム オブジェクトとして作成した「extlist1」を選択します。

• スキャン モード設定を設定して、デバイスがカスタム拡張子リストを使用するように設定し

ます。全ファイルをスキャンするように選択できますが、この例では、指定した拡張子のファ

イルのみ選択します。

• インテリジェント プレスクリーニングを有効にし、そのタイムアウト設定を 1800 秒にし、

トリックリング設定（HTTP のみに適用）を 600 秒にします。これは、ファイル転送中、ま

たはウィルス対策スキャン実行中、600 秒の期間の間にデバイスがパケットを受信したら、

タイムアウトはしないということです。

注: インテリジェント プレスクリーニングは、エンコードされていないトラフィッ

ク専用です。メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）および HTTP POST には適

用できません。

以下の例では、kasprof1 プロファイルにインテリジェント プレスクリーニング

を無効にします。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options no-intelligent-prescreening

• ウィルス対策スキャナが MIME バイパス リストと例外リストを使用するよう設定します。独

自のカスタム オブジェクト リストを使用することができます。または、

「junos-default-bypass-mime」と呼ばれる、出荷時デバイスのデフォルト リストを使用す

ることができます。たとえば、「avmime1」および「ex-avmime1」リストを使用します。

• URL バイパス リストを使用するように、ウィルス対策モジュールを設定します。URL ホワイ

トリストを使用している場合は（HTTP トラフィックのみに有効）、これは、前にカスタム

オブジェクトとして設定したカスタム URL カテゴリです。この例では、「custurl1」バイパ

ス リストを有効にします。

設定

CLI 簡単構成 ウィルス対策機能プロファイルをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI に

貼り付けます。

[edit]
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set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update interval

120

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine pattern-update email-notify

admin-email administrator@juniper.net custom-message patternfilewasupdated

custom-message-subject AVpatternfileupdated

set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options content-size block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options corrupt-file block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options decompress-layer block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options default block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options engine-not-ready block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options out-of-resources block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options password-file block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options timeout block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

fallback-options too-many-requests block

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

notification-options fallback-block custom-message “Dropped due to fallback settings”

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

notification-options virus-detection type protocol-only

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options content-size-limit 20000

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options decompress-layer-limit 3

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options intelligent-prescreening

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options scan-extension extlist1

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options scan-mode by-extension

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1

scan-options timeout 1800

set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine profile kasprof1 trickling

timeout 600

set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist list avmime1

set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist list avmime1 exception ex-avmime1

set security utm feature-profile anti-virus url-whitelist custurl1

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

完全ウィルス対策機能プロファイルを設定するには、次の操作を行います。

1. エンジン タイプを選択し設定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus type kaspersky-lab-engine
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user@host# set security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine

pattern-update interval 120

2. パターンが更新されたら指定管理者に通知するようにデバイスを設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set pattern-update email-notify admin-email administrator@juniper.net

custom-message patternfilewasupdated custom-message-subject AVpatternfileupdated

3. Kaspersky Lab エンジンのプロファイルを作成し、フォールバック オプションを BLOCK

に設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 fallback-options content-size block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options corrupt-file block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options decompress-layer block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options default block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options engine-not-ready block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options out-of-resources block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options password-file block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options timeout block

user@host# set profile kasprof1 fallback-options too-many-requests block

4. フォールバック ブロック アクションのカスタム通知を設定し、通知を送信します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 notification-options fallback-block custom-message

“Dropped due to fallback settings”

5. プロトコルのみウィルス検出の通知を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 notification-options virus-detection type

protocol-only

6. コンテンツ サイズ パラメータを設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options content-size-limit 20000

7. 解凍レイヤ制限を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options decompress-layer-limit 3

8. インテリジェント プレスクリーニングを設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options intelligent-prescreening

9. スキャン拡張子設定を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options scan-extension extlist1

10. スキャン モード設定を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 scan-options scan-mode by-extension

11. タイムアウト設定を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]
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user@host# set profile kasprof1 scan-options timeout 1800

12. トリックリング設定を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus kaspersky-lab-engine]

user@host# set profile kasprof1 trickling timeout 600

13. ウィルス対策スキャナが MIME バイパス リストと例外リストを使用するように設定しま

す。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set mime-whitelist list avmime1

user@host# set mime-whitelist list avmime1 exception ex-avmime1

14. ウィルス対策モジュールが URL バイパス リストを使用するように設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set url-whitelist custurl1

結果 設定モードで、show security utm feature-profile anti-virus コマンドを入力して、設定を確

認します。意図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

user@host#show security utm feature-profile anti-virus

mime-whitelist {

list avmime1;

exception ex-avmime1;

}

url-whitelist custurl1;

kaspersky-lab-engine {

pattern-update {

email-notify {

admin-email "administrator@juniper.net";

custom-message patternfilewasupdated;

custom-message-subject AVpatternfileupdated;

}

interval 120;

}

profile kasprof1 {

fallback-options {

default block;

corrupt-file block;

password-file block;

decompress-layer block;

content-size block;

engine-not-ready block;

timeout block;

out-of-resources block;

too-many-requests block;

}

scan-options {

intelligent-prescreening;

scan-mode by-extension;

scan-extension extlist1;

content-size-limit 20000;

timeout 1800;

decompress-layer-limit 3;
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}

trickling timeout 600;

notification-options {

virus-detection {

type protocol-only;

custom-message ***virus-found***;

}

fallback-block {

custom-message “Dropped due to fallback settings”;

}

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• 完全ウィルス対策機能プロファイルの設定の確認 840ページ

完全ウィルス対策機能プロファイルの設定の確認

目的 完全ウィルス対策機能プロファイルを確認すること。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 完全ウィルス対策 UTM ポリシーの設定

この例では、機能プロファイルに添付する UTM ポリシーを作成する方法について示します。

• 要件 840ページ

• 概要 840ページ

• 設定 841ページ

• 確認 841ページ

要件

開始前に、ウィルス対策機能プロファイルを作成します。「835ページの「例 :完全ウィルス対

策機能プロファイルの設定」」を参照してください。

概要

この例では、「utmp2」と呼ぶ完全ウィルス対策 UTM ポリシーを設定し、そのポリシーを

「kasprofile1 HTTP」と呼ぶ HTTP プロファイルに添付します。
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設定

ステップごとの手順 完全ウィルス対策 UTM ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

1. HTTP ウィルス対策スキャンの UTM ポリシーを作成し、ポリシーをプロファイルに添付し

ます。

[edit]

user@host# set security utm utm-policy utmp2 anti-virus http-profile kasprofile1

2. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 完全ウィルス対策 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する

この例では、UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付する方法を示します。

• 要件 841ページ

• 概要 841ページ

• 設定 841ページ

• 確認 842ページ

要件

開始前に、UTM ポリシーを作成します。「840ページの「例 :完全ウィルス対策 UTM ポリシーの

設定」」を参照してください。

概要

この例では、「utmp2」と呼ぶ UTM ポリシーを「p2」と呼ぶセキュリティ ポリシーに添付しま

す。

設定

ステップごとの手順 完全ウィルス対策 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付するには、次の操作を行いま

す。

1. セキュリティ ポリシーを有効にし、設定します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 match

application junos-http
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2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p2 then

permit application-services utm-policy utmp2

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

ウィルス対策セッションとスキャン結果の監視

ウィルス対策モジュールは、CLI を使用してシステム設定とスキャン エンジンのステータスを

チェックできる機能を提供します。また、進行中のウィルス対策セッションとウィルス対策統

計情報をチェックする機能も提供します。

• ウィルス対策スキャン エンジン ステータスの監視 842ページ

• ウィルス対策セッションのステータスの監視 843ページ

• ウィルス対策スキャン結果の監視 843ページ

ウィルス対策スキャン エンジン ステータスの監視

目的 CLI を使用して、次のスキャン エンジン ステータス項目を表示できます。

ウィルス対策ライセンス キー ステータス

• ライセンス有効期限日を表示します。

スキャン エンジンのステータスおよび設定

• 最後のアクションの結果を表示します。

• デフォルトのファイル拡張子リストを表示します。

ウィルス対策パターン更新サーバー設定

• 更新 URL（HTTP または HTTPS ベース）を表示します。

• 更新間隔を表示します。

ウィルス対策パターン データベース ステータス

• 自動更新ステータスを表示します。

• データベースの最後のローディング結果を表示します。
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• ダウンロードが完了したら、データベース バージョン タイムスタンプのウィルス記録番号

を表示します。

• ダウンロードに失敗したら、失敗の理由を表示します。

アクション CLI で、user@host> show security utm anti-virus status コマンドを入力します。

ステータス結果例 :

AV Key Expire Date: 03/01/2010 00:00:00

Update Server:http://update.juniper-updates.net/AV/SRX210

interval:60 minutes

auto update status:next update in 12 minutes

last result:new database loaded

AV signature version:12/21/2008 00:35 GMT, virus records: 154018

Scan Engine Info:last action result:No error(0x00000000)

ウィルス対策セッションのステータスの監視

目的 CLI を使用して、次のセッションのステータス項目を表示できます。

ウィルス対策セッションのステータスには、現在のウィルス対策セッションのスナップショッ

トが表示されます。そこには、次の項目が含まれます。

• サポートされているウィルス対策セッション最大数

• 割り当てられているウィルス対策セッション合計数

• 解放されているウィルス対策セッション合計数

• 現在アクティブのウィルス対策セッション数

アクション CLI で、user@host> show security utm session status コマンドを入力します。

ウィルス対策スキャン結果の監視

目的 ウィルス対策要求、スキャン結果、およびフォールバック カウンタの統計情報を表示するこ

と。

スキャン要求では、次の項目が提供されます。

• エンジンに転送されたスキャン要求合計数

• すでに表示されているスキャン要求数

• scan-all モードを使用したスキャン要求数

• scan-by-extension モードを使用したスキャン要求数

スキャン コード カウンタでは次の項目が提供されます。

• クリーンなファイル数

• 感染したファイル数

• パスワードで保護されたファイル数
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• 解凍レイヤ数

• 破損ファイル数

• エンジンがリソース不足になった時

• 内部エラーが発生した時

フォールバック適用ステータスは、以下が生じた場合、log-and-permit 結果または block 結

果を提供します。

• スキャン エンジンの準備ができていない

• 最大コンテンツ サイズに達した

• 要求が多すぎる

• パスワードで保護されたファイルが見つかった

• 解凍レイヤが大きすぎる

• 破損ファイルが見つかった

• タイムアウトが生じた

• リソースが不足

• その他

アクション CLI エディタを使用して、ウィルス対策結果を表示するには、user@host > show security utm

anti-virus statistics status コマンドを入力します。

J-Web を使用して、ウィルス対策スキャン結果を表示するには、次の操作を行います。

1. [Monitor（監視）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Anti-Virus（ウィルス対

策）] を選択します。

右ペインで以下の情報を見ることできます。

ウィルス対策ライセンス キー ステータス

• ライセンス有効期限日を表示します。

ウィルス対策パターン更新サーバー設定

• 更新 URL（HTTP または HTTPS ベース）を表示します。

• 更新間隔を表示します。

ウィルス対策パターン データベース ステータス

• 自動更新ステータスを表示します。

• データベースの最後のローディング結果を表示します。

• ダウンロードが完了したら、データベース バージョン タイムスタンプのウィルス記録番

号を表示します。

• ダウンロードに失敗したら、失敗の理由を表示します。
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ウィルス対策統計情報では、次の項目が提供されます。

• すでに表示されているスキャン要求数

• エンジンに転送されたスキャン要求合計数

• scan-all モードを使用したスキャン要求数

• scan-by-extension モードを使用したスキャン要求数

スキャン コード カウンタでは次の項目が提供されます。

• クリーンなファイル数

• 感染したファイル数

• パスワードで保護されたファイル数

• 解凍レイヤ数

• 破損ファイル数

• エンジンがリソース不足になった時

• 内部エラーが発生した時

フォールバック適用ステータスは、以下が生じた場合、log-and-permit 結果または block

結果を提供します。

• スキャン エンジンの準備ができていない

• パスワードで保護されたファイルが見つかった

• 解凍レイヤが大きすぎる

• 破損ファイルが見つかった

• リソースが不足

• タイムアウトが生じた

• 最大コンテンツ サイズに達した

• 要求が多すぎる

• その他

2. [Clear Anti-Virus Statistics（ウィルス対策統計情報のクリア）] ボタンをクリックし

て、現在表示可能なすべての統計情報をクリアして、新しい統計情報の収集を開始できま

す。

関連項目 • SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン
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第32章

エクスプレス ウィルス対策保護

• エクスプレス ウィルス対策保護概要 847ページ

• エクスプレス ウィルス対策のスキャナ パターン データベース 849ページ

• エクスプレス ウィルス対策設定概要 851ページ

• エクスプレス ウィルス対策の設定（J-Web 手順） 852ページ

• 例 : エクスプレス ウィルス対策の設定（CLI） 859ページ

エクスプレス ウィルス対策保護概要

エクスプレス ウィルス対策スキャンは、CPU の使用がより少ない、完全ファイルベースのウィ

ルス対策機能の代替機能として提供されています。エクスプレス ウィルス対策は、完全ウィル

ス対策と同じプロトコルと機能を同じ方法でサポートしますが、メモリのフットプリントが小

さく、低価格の小容量システム メモリのフットプリントに匹敵します。

注: エクスプレス ウィルス対策保護から完全ファイルベースのウィルス対策保護に

切り替える場合、完全ファイルベースのウィルス対策が動作するにはデバイスを再

起動する必要があります。

このトピックには、次のセクションがあります。

• エクスプレス ウィルス対策のパケットベース スキャンとファイルベース スキャン 847ページ

• エクスプレス ウィルス対策拡張 MIME デコーディングのサポート 848ページ

• エクスプレス ウィルス対策スキャン結果の処理 848ページ

• エクスプレス ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニング 848ページ

• エクスプレス ウィルス対策制限 848ページ

エクスプレス ウィルス対策のパケットベース スキャンとファイルベース スキャン

エクスプレス ウィルス対策では、完全ファイルベースのウィルススキャン機能とは異なるウィ

ルス スキャン エンジン、および異なるバックエンド ハードウェア エンジンを使用して、パ

ターン マッチングを加速し、より優れたデータ スループットを達成します。

エクスプレス ウィルス対策が行うパケット ベースのスキャンは、ファイアウォールがファイ

ル全体を受信するのを待たずに、データのバッファのウィルス スキャンを実行します。一方、
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完全ウィルス対策が行うファイルベースのスキャンは、ファイル全体を受信してからウィルス

スキャンを開始します。

エクスプレス ウィルス対策拡張 MIME デコーディングのサポート

エクスプレス ウィルス対策は、HTTP、POP3、SMTP、および IMAP の MIME デコーディングをサ

ポートします。MIME デコーディングでは、サポートされている各プロトコルについて以下をサ

ポートします。

• Multi-part のネストされたヘッダーのデコーディング

• Base64 デコーディング、printed quote デコーディング、およびエンコードされた単語のデ

コーディング（件名フィールドで）

エクスプレス ウィルス対策スキャン結果の処理

エクスプレス ウィルス対策の場合、ウィルスが検出されると、TCP トラフィックはグレースフ

ル シャットダウンを行い、データ コンテンツがドロップされます。

注: エクスプレス ウィルス対策には、次の障害モード オプションがあります。

default（デフォルト）、engine-not-ready（エンジンの準備ができていない）、

out-of-resource（リソース不足）、too-many-requests（要求が多すぎる）。エク

スプレス ウィルス対策でサポートされているオプションの障害モード処理は、完全

ウィルス対策の場合とほとんど同じです。

エクスプレス ウィルス対策インテリジェント プレスクリーニング

インテリジェント プレスクリーニング機能は、エクスプレス ウィルス対策と完全ウィルス対

策で同じです。

エクスプレス ウィルス対策制限

エクスプレス ウィルス対策は、完全ウィルス対策機能に比べ、以下の制限があります。

• エクスプレス ウィルス対策は、ファイル アーカイブと圧縮ファイル フォーマットのスキャ

ンのサポートが制限されています。エクスプレス ウィルス対策は、gzip、deflate、および

compress の圧縮フォーマットのみサポートできます。

• エクスプレス ウィルス対策は、解凍のサポートが制限されています。解凍は、HTTP（HTTP

の gzip、deflate、および compress のみで、圧縮レイヤは 1 つ）および POP3（POP3 の

gzip のみで、圧縮レイヤは 1 つ）のみサポートされています。

• エクスプレス ウィルス対策では、拡張子別スキャンはサポートされていません。

• エクスプレス ウィルス対策スキャンは、スキャンしているデータベースのロード中は中断さ

れます。

• エクスプレス ウィルス対策は、ウィルスが検出され、送信される置き換え警告メッセージが

置換する元のコンテンツより長い場合、警告メッセージを切り捨てることがあります。
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注: エクスプレス ウィルス対策は、パケット ベースの文字列マッチングのみ行う

ので、標準 EICAR ファイルを使用してエクスプレス ウィルス対策を試験する場合、

偽陽性となります。偽陽性となるのを避けるために、Juniper は、エクスプレス

ウィルス対策の試験に、標準 EICAR ファイルのスキャンを無効にして、修正 EICAR

ファイルを作成しています。この修正 EICAR ファイルは次のリンクからダウンロー

ドできます。

http://www.juniper.net/security/avtest/ss-eicar.txt

http://www.juniper.net/security/avtest/ss-eicar.com

http://www.juniper.net/security/avtest/ss-eicar.zip

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

エクスプレス ウィルス対策のスキャナ パターン データベース

• エクスプレス ウィルス対策スキャナ パターン更新について 849ページ

• 例 : エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web） 850ページ

• 例 : エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新 850ページ

• エクスプレス ウィルス対策パターンの手動更新、再ロード、および削除（CLI 手順） 851ページ

エクスプレス ウィルス対策スキャナ パターン更新について

エクスプレス ウィルス対策では、完全ウィルス対策署名データベースとは異なる署名データ

ベースを使用します。エクスプレス ウィルス対策署名データベースは、Juniper Express ウィ

ルス対策データベースと呼ばれ、これは、ハードウェア エンジンと互換性があります。エクス

プレス署名データベースは、ワーム、トロイの木馬、およびスパイウェアなど重大なウィルス

とマルウェアのみを対象とします。これは、容量の小さなデータベースで、完全ウィルス対策

署名データベースより対象が狭くなります。

エクスプレス ウィルス対策パターン データベースは、HTTP または HTTPS を使用して、自動

または手動で更新されます。これは、完全ウィルス対策の機能と類似していますが、以下のよ

うに多少の相違点もあります。

• エクスプレス ウィルス対策では、署名データベース自動更新間隔は、1 日に 1 回です。

• エクスプレス ウィルス対策では、複数のデータベース タイプのダウンロードはサポートさ

れていません。

• エクスプレス ウィルス対策では、データベースのロード中、すべてのスキャン処理は中断さ

れます。既存のトラフィック フローのスキャン処理は停止され、新しく確立されたトラフィッ

ク フローに対する新しいスキャン処理は開始されません。[engine-busy-loading-database]

に [fall-back] パラメータを使用して、この中断期間に希望のアクションを指定できます。

利用可能なアクションは、[block（ブロック）] または [log-and-permit（ログして許可）] で

す。

• デフォルトでは、エクスプレス ウィルス対策の URL は、

http://update.juniper-updates.net/EAV/SRX210 です。URL の “SRX210” はプラットフォー
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ム名です。URL のこの部分は異なり、各プラットフォームに固有です。（何か問題があり、

サポートに連絡している場合を除いて、プラットフォーム名以外は、この URL を変更しない

でください。）

注: 登録の期限が切れると、30 日の無料期間があり、この間にウィルス対策パター

ン ファイルの更新を継続することができます。この無料期間が切れると、更新サー

バーは、ウィルス対策パターン ファイルの更新を許可しなくなります。

エクスプレス ウィルス対策スキャン機能は、個別ライセンスの登録サービスです。

ウィルス対策ライセンス キーの期限が切れても、引き続きローカルに保存された

ウィルス対策署名を使用できます。ただし、その場合、ローカルのデータベースが

削除されると、ウィルス対策スキャンが無効になります。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新（J-Web）

この例では、120 分ごとにパターン ファイルを自動更新するようにセキュリティ デバイスを

設定します。(デフォルトのウィルス対策パターン更新間隔は 1 日に 1 回です。)

ウィルス対策パターンを自動更新するには、次の操作を行います。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Anti-Virus（ウィルス対

策）] を選択します。

2. [Juniper Express Engine] セクションの [Interval（間隔）] の横のボックスに、「120」

と入力します。

3. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。そして、

[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : エクスプレス ウィルス対策パターンの自動更新

この例では、セキュリティ デバイスでパターン ファイルを自動更新する方法を示します。

• 要件 850ページ

• 概要 851ページ

• 設定 851ページ

• 確認 851ページ

要件

始める前に

• 有効なウィルス対策スキャナ ライセンスを取得します。「789ページの「完全ウィルス対策保

護概要」」を参照してください。
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• ネットワークに接続し、パターン データベース サーバーへアクセスします。「790ページの

「完全ウィルス対策パターンの更新について」」を参照してください。

• DNS 設定とポート設定（ポート 80）を正しく設定します。「127ページの「DNS 概要」」を参

照してください。

概要

この例では、120 分ごとにパターン ファイルを自動更新するようにセキュリティ デバイスを

設定します。(デフォルトのウィルス対策パターン更新間隔は 1 日に 1 回です。)

設定

ステップごとの手順 パターンファイルを自動更新するようにセキュリティ デバイスを設定するには、次の操作を行

います。

1. 間隔を設定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine

pattern-update interval 120

2. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

エクスプレス ウィルス対策パターンの手動更新、再ロード、および削除（CLI 手順）

ウィルス対策パターンを手動で更新するには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus juniper-express-engine pattern-update

ウィルス対策パターンを手動で再ロードするには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus juniper-express-engine pattern-reload

ウィルス対策パターンを手動で削除するには、次の CLI ステートメントを入力します。

user@host> request security utm anti-virus juniper-express-engine pattern-delete

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

エクスプレス ウィルス対策設定概要

各 UTM 機能について、次の順序で機能パラメータを設定する必要があります。

1. UTM 機能に UTM カスタム オブジェクトを設定します。次の例では、mime-pattern、

url-pattern、および custom-url-category カスタム オブジェクトを有効にします。
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user@host# set security utm custom-objects mime-pattern

user@host# set security utm custom-objects url-pattern

user@host# set security utm custom-objects custom-url-category

2. 機能プロファイルを使用して、主要機能パラメータを設定します。次の例では、anti-virus

機能プロファイルを有効にします。

user@host# set security utm feature-profile anti-virus juniper-exress-engine

3. 各プロトコルに UTM ポリシーを設定し、このポリシーをプロファイルに添付します。次の

例では、HTTP プロトコルに utmp3 UTM ポリシーを作成します。

user@host# set security utm utm-policy utmp3 anti-virus http-profile http1

4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。次の例では、utmp3 UTM ポリシーを

p3 セキュリティ ポリシーに添付します。

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 then permit

application-services utm-policy utmp3

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

エクスプレス ウィルス対策の設定（J-Web 手順）

• エクスプレス ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定（J-Web 手順） 852ページ

• エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルの設定（J-Web 手順） 854ページ

• エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーの設定（J-Web 手順） 857ページ

• エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付する（J-Web 手

順） 858ページ

エクスプレス ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定（J-Web 手順）

J-Web 設定エディタを使用して、エクスプレス ウィルス対策保護を設定するには、まず、カス

タム オブジェクト（MIME パターン リスト、URL パターン リスト、およびカスタム URL カテ

ゴリ リスト）を作成する必要があります。

MIME パターン リストのカスタム オブジェクトを設定するには、次の操作を行います。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM Custom Objects（UTM カスタ

ム オブジェクト）] を選択します。

2. [MIME Pattern List（MIME パターン リスト）] タブで、[Add（追加）] をクリックして、

MIME パターン リストを作成します。

3. [Add MIME Pattern（MIME パターンの追加）] ポップアップ ウィンドウの [MIME Pattern

Name（MIME パターン名）] の横に一意の名前を入力します。

注: MIME ホワイトリストと MIME 例外リスト（必要に応じて）を作成している

ことを忘れないでください。ウィルス対策を設定すると、両方の MIME リストが

[MIME Whitelist（MIME ホワイトリスト）] フィールドおよび [Exception MIME

Whitelist（例外 MIME ホワイトリスト）] フィールドにに表示されます。した

がって、作成する MIME リスト名はできるかぎり記述的な名前にします。
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4. [MIME Pattern Value（MIME パターン値）] の横に MIME パターンを入力します。

5. [Add（追加）] をクリックして、MIME パターンを [Values（値）] リスト ボックスに追加

します。このボックスで、エントリを選択したり、[Delete（削除）] ボタンを使用してリ

ストからそれを削除したりできます。このようにして、MIME パターンの追加を続けます。

6. オプションで、新しい MIME リストを作成し、例外リストとすることもできます。例外リス

トは通常、メインの MIME リストのサブセットです。

7. [OK] をクリックして、設定をチェックし、MIME リストの一部として選択値を保存します。

そして、[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリック

します。

8. 設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。

URL パターン リストのカスタム オブジェクトを設定するには、次の操作を行います。

注: URL パターン リストを使用して、カスタムの URL カテゴリ リストを作成する

ので、URL パターン リストのカスタム オブジェクトを設定してから、カスタム URL

カテゴリ リストを設定する必要があります。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Custom Objects（カスタ

ム オブジェクト）] を選択します。

2. [URL Pattern List（URL パターン リスト）] タブで、[Add（追加）] をクリックして、URL

パターン リストを作成します。

3. [URL Pattern Name（URL パターン名）] の横に、一意の名前を入力します。この名前は、

[Custom URL Category List Custom Object（カスタム URL カテゴリ リストのカスタム オ

ブジェクト）] ページに表示され、選択できます。

4. [URL Pattern Value（URL パターン値）] の横に、スキャンをバイパスするリストに追加す

る URL または IP アドレスを入力します。

URL パターンを入力する際、次のワイルドカード文字がサポートされています。

• \*\.[]\?* のワイルドカード文字がサポートされています。

• すべてのワイルドカードの URL の前に「http://」を付ける必要があります。

• アスタリスク「*」ワイルドカード文字が使用できるのは、URL の最初で、その後にピリ

オドが続く場合のみです。

• 疑問符「?」ワイルドカード文字は URL の最後でのみ使用できます。

• 次のワイルドカード シンタックスがサポートされています。http://*.juniper.net,

http://www.juniper.ne?, http://www.juniper.n??

• 次のワイルドカード シンタックスはサポートされていません。*.juniper.net ,

www.juniper.ne?, http://*juniper.net, http://*
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5. [Add（追加）] をクリックして、URL パターンを [Values（値）] リスト ボックスに追加

します。リストには最大 8192 項目入力できます。エントリを選択したり、[Delete（詳細）]

ボタンを使用してリストからそれを削除したりできます。このようにして、URL や IP アド

レスを引き続き追加します。

6. [OK] をクリックして、設定をチェックし、URL リストの一部として選択値を保存します。

そして、[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリック

します。

7. 設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。

作成した URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リストのカスタム オブ

ジェクトを設定します。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Custom Objects（カスタ

ム オブジェクト）] を選択します。

2. [URL Category List（URL カテゴリ リスト）] タブで、[Add（追加）] をクリックして、

URL カテゴリ リストを作成します。

3. [URL Category Name（URL カテゴリ名）] の横に、一意の名前を入力します。ウィルス対策

グローバル オプション設定時に、この名前が [URL Whitelist（URL ホワイトリスト）] リ

ストに表示されます。

4. [Available Values（利用可能な値）] ボックスで、リストからスキャンをバイパスする

[URL Pattern List（URL パターン リスト）] 名を選択し、右矢印ボタンをクリックして、

[Selected Values（選択値）] ボックスに移動します。

5. [OK] をクリックして、設定をチェックし、URL リストの一部として選択値を保存します。

そして、[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリック

します。

6. 設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。

エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルの設定（J-Web 手順）

カスタム オブジェクトを作成したら、ウィルス対策機能プロファイルを設定します。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] >[UTM] > [Global options（グロー

バル オプション）] を選択します。

2. [Anti-Virus（ウィルス対策）] タブの [MIME whitelist（MIME ホワイトリスト）] の横

で、リストから作成したカスタム オブジェクトを選択します。

3. [Exception MIME whitelist（例外 MIME ホワイトリスト）] の横で、リストから作成した

カスタム オブジェクトを選択します。

4. [URL Whitelist（URL ホワイトリスト）] の横で、リストから作成したカスタム オブジェ

クトを選択します。
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5. [Engine Type（エンジン タイプ）] セクションで、使用するエンジン タイプを選択しま

す。エクスプレス ウィルス対策保護には、[Juniper Express] を選択してください。

6. [Pattern update URL（パターン更新 URL)] の横のボックスにパターン データベースの URL

を入力します。URL は、http://update.juniper-updates.net/EAV/<device version> です。

これは変更しないでください。

7. [Pattern update interval（パターン更新間隔）] の横のボックスに、パターン データベー

スを自動更新する時間間隔を入力します。エクスプレス ウィルス対策チェックのデフォル

トは 1 日に 1 回です。

8. パターン ファイルを自動更新する（[Auto update（自動更新）]）、または、しない（[No

Auto update（自動更新なし）]）を選択します。

9. [OK] をクリックして、選択値を保存します。

10.設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。

11. [Security（セキュリティ）] の左ペインで、[Anti-Virus（ウィルス対策）] を選択しま

す。

12.右ウィンドウで、[Add（追加）] をクリックし、ウィルス対策 Juniper Express Engine の

プロファイルを作成します。既存の項目を編集するには、項目を選択して [Edit（編集）]

をクリックします。

13. [Main（メイン）] タブの [Profile name（プロファイル名）] の横に、このウィルス対策

プロファイルの一意の名前を入力します。

14. [Profile Type（プロファイル タイプ）] を選択します。この場合、[Juniper Express] を

選択します。

15. [Trickling timeout（トリックリング タイムアウト）] の横に、タイムアウト パラメータ

を入力します。

注: トリックリングは HTTP にのみ適用されます。HTTP トリックリングは、

HTTP クライアントまたはサーバーがファイル転送中またはウィルス対策スキャ

ン中にタイムアウトしないように使用するメカニズムです。

16. [Intelligent prescreening（インテリジェント プレスクリーニング）] の横で、[Yes（は

い）] または [No（いいえ）] を選択します。

注: インテリジェント プレスクリーニングは、エンコードされていないトラ

フィック専用です。メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP、 および HTTP POST）

には適用できません。

17. [Content Size Limit（コンテンツ サイズ制限）] の横に、コンテンツ サイズ パラメータ

を入力します。コンテンツ サイズ チェックは、スキャン要求が送信される前に行われま

す。コンテンツ サイズは累積 TCP ペイロード サイズです。
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18. [Scan engine timeout（スキャン エンジン タイムアウト）] の横に、スキャン タイムア

ウト パラメータを入力します。

19. [Fallback settings（フォールバック設定）] タブを選択します。

20. [Default（デフォルト）]（フォールバック オプション）の横で、リストから [Log and

permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。大部分の場合、

[Block（ブロック）] がデフォルトのフォールバック オプションです。

21. [Decompress Layer（解凍レイヤ）]（フォールバック オプション）の横で、リストから

[Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

22. [Content Size（コンテンツ サイズ）]（フォールバック オプション）の横で、リストから

[Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

23. [Engine Not Ready（エンジンの準備ができていない）]（フォールバック オプション）の

横で、リストから [Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選

択します。

24. [Timeout（タイムアウト）]（フォールバック オプション）の横で、リストから [Log and

permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

25. [Out of Resources（リソース不足）]（フォールバック オプション）の横で、リストから

[Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

26. [Too Many Requests（要求が多すぎる）]（フォールバック オプション）の横で、リストか

ら [Log and permit（ログして許可）] または [Block（ブロック）] を選択します。

27. [Notification options（通知オプション）] タブを選択します。

28. [Fallback block（フォールバック ブロック）] セクションの [Notification type（通知

タイプ）] の横で、[Protocol Only（プロトコルのみ）] または [Message（メッセージ）]

を選択して、ブロックのフォールバック オプションがトリガーされた場合に送信する通知

タイプを選択します。

29. [Notify mail sender（メール送信者に通知）] の横で、[Yes（はい）] または [No（いい

え）] を選択します。

30. [Yes（はい）] を選択した場合、[Custom Message（カスタム メッセージ）] の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本体のテキストを入力します（カスタム メッセー

ジを使用する場合）。

31. [Custom message subject（カスタム メッセージの件名）] の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。

32. [Fallback non block（フォールバック ブロックなし）] セクションの [Notify mail

recipient（受信者に通知）] の横で、[Yes（はい）] または [No（いいえ）] を選択しま

す。

33. [Yes（はい）] を選択した場合、[Custom Message（カスタム メッセージ）] の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本体のテキストを入力します（カスタム メッセー

ジを使用する場合）。

34. [Custom message subject（カスタム メッセージの件名）] の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。
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35. [Notification options cont（通知オプション コンテンツ）] タブを選択します。

36. [Virus detection（ウィルス検出）] セクションの [Notification type（通知タイプ）]

の横で、[Protocol Only（プロトコルのみ）] または [Message（メッセージ）] を選択し

て、ブロックのフォールバック オプションがトリガーされた場合に送信する通知タイプを

選択します。

37. [Notify mail sender（メール送信者に通知）] の横で、[Yes（はい）] または [No（いい

え）] を選択します。

38. [Yes（はい）] を選択した場合、[Custom Message（カスタム メッセージ）] の横に、この

通知のカスタム メッセージのメッセージ本体のテキストを入力します（カスタム メッセー

ジを使用する場合）。

39. [Custom message subject（カスタム メッセージの件名）] の横に、この通知のカスタム

メッセージの件名行に表示するテキストを入力します（カスタム メッセージを使用する場

合）。制限は 255 文字です。

40. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。そして、

[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

41.設定項目が正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details（詳細）] を

クリックし、理由を調べます。

注: 各ウィルス対策プロトコルに個別のウィルス対策プロファイルを作成しま

す。これらのプロファイルには基本的に同じ設定情報が含まれますが、ウィルス

対策に UTM ポリシーを作成する場合、UTM ポリシー設定ページには、サポート

されている各プロトコルに個別のウィルス対策プロファイル選択フィールドがあ

ります。

エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーの設定（J-Web 手順）

ウィルス対策機能プロファイル作成後、機能プロファイルを添付できる UTM ポリシーを設定し

ます。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [Policy（ポリシー）] >[UTM

Policies（UTM ポリシー）] を選択します。

2. [UTM policy configuration（UTM ポリシー設定）] ウィンドウで、[Add（追加）] をクリッ

クして、UTM ポリシーを設定します。[Policy configuration（ポリシー設定）] ポップアッ

プ ウィンドウが表示されます。

3. [Main（メイン）] タブを選択します。

4. [Profile name（プロファイル名）] ボックスに、一意の名前を入力します。

5. [Session per client limit（クライアント当たりのセッション制限）] ボックスに、この

UTM ポリシーのクライアント当たりセッション制限を、0 ～ 20000 の範囲で入力します。

6. [Session per client over limit（クライアント当たりのセッション制限）] リストで、こ

の UTM ポリシーのクライアント当たりのセッション制限を超えた場合にデバイスが取るべ
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きアクションを選択します。オプションには、[Log and permit（ログして許可）] および

[Block（ブロック）] があります。

7. [Anti-Virus profiles（ウィルス対策プロファイル）] タブを選択します。

8. リストされている対応するプロトコルに、リストから設定した適切なプロファイルを選択し

ます。

9. [OK] をクリックします。

10.ポリシーが正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

プロファイルが正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details

（詳細）] をクリックし、理由を調べます。

エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付する（J-Web 手順）

UTM ポリシー作成後、セキュリティ ポリシーを作成し、UTM ポリシーをセキュリティ ポリシー

に添付します。

1. [Configure（設定）] > [Security（セキュリティ）] > [Policy（ポリシー）] > [FW

Policies（ポリシー転送）] を選択します。

2. [Security Policy（セキュリティ ポリシー）] ウィンドウで、[Add（追加）] をクリック

して、UTM でセキュリティ ポリシーを設定します。[Policy configuration（ポリシー設

定）] ポップアップ ウィンドウが表示されます。

3. [Policy（ポリシー）] タブで、[Policy Name（ポリシー名）] ボックスに名前を入力しま

す。

4. [Default Policy Action（デフォルトのポリシー アクション）] の横で、次の 1 つを選択

します。[Deny-All（すべてを拒否）] または [Permit-All（すべてを許可）]。

5. [From Zone（送信元ゾーン）] の横で、リストからゾーンを選択します。

6. [To Zone（送信先ゾーン）] の横で、リストからゾーンを選択します。

7. [Zone Direction（ゾーン方向）] で、[Add a Policy（ポリシーの追加）] をクリックしま

す。

8. [Source Address（ソース アドレス）] を選択します。

9. [Destination Address（宛先アドレス）] を選択します。

10. [Application Sets（アプリケーション セット）] ボックスで「 junos-protocol」を選択

し（ウィルス対策スキャンをサポートするすべてのプロトコルに）、—> ボタンをクリック

して、それを [Matched（一致）] ボックスに移動します。

11. [Policy Action（ポリシー アクション）] の横で、[Permit（許可）] を選択します。

注: ポリシー アクションに [Permit（許可）] を選択すると、[Applications

Services（アプリケーション サービス）] タブで、[UTM Policy（UTM ポリシー）]

など複数の追加フィールドが利用可能になります。

12. [Application Services（アプリケーション サービス）] タブを選択します。
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13. [UTM Policy（UTM ポリシー）] の横で、リストから適切なポリシーを選択します。これに

より、UTM ポリシーがセキュリティ ポリシーに添付されます。

14. [OK] をクリックします。

15. [OK] をクリックして、設定をチェックし、これを候補設定として保存します。そして、

[Commit Options（コミット オプション）] > [Commit（コミット）] をクリックします。

16.ポリシーが正常に保存されたら、確認を受信します。再度 [OK] をクリックしてください。

プロファイルが正常に保存されない場合は、表示されるポップアップ ウィンドウで [Details

（詳細）] をクリックし、理由を調べます。

新しいポリシーを適用するには、それを有効にする必要があります。

例 : エクスプレス ウィルス対策の設定（CLI）

• 例 : エクスプレス ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定 859ページ

• 例 : エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルの設定 862ページ

• 例 : エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーの設定 867ページ

• 例 : エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付する 867ページ

例 : エクスプレス ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定

この例では、エクスプレス ウィルス対策カスタム オブジェクトの設定方法を示します。

• 要件 859ページ

• 概要 859ページ

• 設定 860ページ

• 確認 861ページ

要件

始める前に

• 必要なエクスプレス ウィルス対策保護のタイプを決定します。「847ページの「エクスプレス

ウィルス対策保護概要」」を参照してください。

• エクスプレス ウィルス対策パラメータを設定する順序を理解します。「851ページの「エクス

プレス ウィルス対策設定概要」」を参照してください。

概要

この例では、エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルの作成に使用するカスタム オブジェ

クトを定義します。カスタム オブジェクトを定義するには、次のタスクを行います。

• 「avmime2」および 「ex-avmime2」と呼ぶ 2 つの MIME リストを作成し、リストにパターン

を追加します。

• 「urllist2」と呼ぶ URL パターン リストを設定します。

URL パターンを入力する際、次のワイルドカード文字がサポートされています。
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• \*\.[]\?* のワイルドカード文字がサポートされています。

• すべてのワイルドカードの URL の前に「http://」を付ける必要があります。

• アスタリスク「*」ワイルドカード文字を使用できるのは、URL の最初で、その後にピリオ

ドが続く場合のみです。

• 疑問符「?」ワイルドカード文字は URL の最後でのみ使用できます。

• 次のワイルドカード シンタックスがサポートされています。http://*.juniper.net,

http://www.juniper.ne?, http://www.juniper.n??.

• 次のワイルドカード シンタックスはサポートされていません。*.juniper.net ,

www.juniper.ne?, http://*juniper.net, http://*.

• 「urllist2」URL パターン リストを使用して、「custurl2」と呼ぶカスタム URL カテゴリ

リストを設定します。

設定

CLI 簡単構成 エクスプレス ウィルス対策カスタム オブジェクトをすばやく設定するには、以下のコマンド

をコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm custom-objects mime-pattern avmime2 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

set security utm custom-objects mime-pattern ex-avmime2 value

[video/quicktime-inappropriate]

set security utm custom-objects url-pattern urllist2 value [http://www.juniper.net 1.2.3.4]

set security utm custom-objects custom-url-category custurl2 value urllist2

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

エクスプレス ウィルス対策フィルタリングのカスタム オブジェクトを設定するには、次の操

作を行います。

1. MIME リストを作成し、このリストに MIME パターンを追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern avmime2 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

user@host# set custom-objects mime-pattern ex-avmime2 value

[video/quicktime-inappropriate]

注: URL パターン リストを使用して、カスタムの URL カテゴリ リストを作

成するので、URL パターン リストのカスタム オブジェクトを設定してから、

カスタム URL カテゴリ リストを設定する必要があります。

2. URL パターン リストのカスタム オブジェクトを設定します。

[edit security utm]
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user@host# set custom-objects url-pattern urllist2 value [http://www.juniper.net

1.2.3.4]

3. カスタム URL カテゴリ リストを設定します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl2 value urllist2

結果 設定モードで、show security utm コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定が表

示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

user@host# show security utm

custom-objects {

mime-pattern {

avmime2 {

value [ video/quicktime image/x-portable-anymap x-world/x-vrml ];

}

ex-avmime2 {

value video/quicktime-inappropriate;

}

}

url-pattern {

urllist2 {

value [ http://www.juniper.net 1.2.3.4 ];

}

}

custom-url-category {

custurl2 {

value urllist2;

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• エクスプレス ウィルス対策カスタム オブジェクトの確認 861ページ

エクスプレス ウィルス対策カスタム オブジェクトの確認

目的 エクスプレス ウィルス対策カスタム オブジェクトを確認すること。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルの設定

この例では、エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルの設定方法を示します。

• 要件 862ページ

• 概要 862ページ

• 設定 863ページ

• 確認 866ページ

要件

始める前に

• 必要なエクスプレス ウィルス対策保護のタイプを決定します。「847ページの「エクスプレス

ウィルス対策保護概要」」を参照してください。

• エクスプレス ウィルス対策パラメータを設定する順序を理解します。「851ページの「エクス

プレス ウィルス対策設定概要」」を参照してください。

• リストと例外リストに MIME パターンを定義する必要があります。「808ページの「例 :ウィ

ルス対策スキャンをバイパスするように MIME ホワイトリストを設定する」」を参照してく

ださい。

• カスタム オブジェクトを定義する必要があります。「859ページの「例 :エクスプレス ウィ

ルス対策カスタム オブジェクトの設定」」を参照してください。

• SRX デバイスで SMTP を設定する必要があります。「810ページの「SMTP ウィルス対策スキャ

ンについて」」を参照してください。

概要

この例では、「junexprof1」と呼ぶ機能プロファイルを設定し、コンテンツのフィルタリング

に使用するカスタム オブジェクトを指定します。

• エンジン タイプに Juniper Express Engine を選択し、設定します。

• パターン データベースの更新時間間隔に 120 を選択します。デフォルトのウィルス対策パ

ターン更新間隔は 1 日に 1 回です。

注: パターン データベースの URL を変更するコマンドは次のとおりです。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine

pattern-update url http://...

大部分の場合、デフォルトの URL は変更しないでください。

• パターン ファイル更新時にカスタム メッセージで E メール通知、および、ウィルス対策パ

ターン ファイル更新時にカスタム件名行で E メール通知を有効にします。

• フォールバック オプション リストを BLOCK に設定します。
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• ウィルス検出のフォールバック ブロックの通知オプションを設定します。フォールバック

ブロック アクションのカスタム メッセージを設定し、通知を送信します。

• プロトコルのみのウィルス検出の通知を設定し、通知を「Antivirus Alert」として送信しま

す。

• コンテンツ サイズ パラメータを 20000 に設定します。

注: SRX100、SRX110、SRX210、SRX220、および SRX240 デバイスの場合、コンテ

ンツ サイズの最大値は 20000 です。SRX650 デバイスの場合、コンテンツ サイ

ズの最大値は 40000 です。

• インテリジェント プレスクリーニングを有効にし、そのタイムアウト設定を 1800 秒にし、

トリックリング設定（HTTP のみに適用）を 600 秒にします。これは、ファイル転送中、ま

たはウィルス対策スキャン実行中、600 秒の期間の間にデバイスがパケットを受信したら、

タイムアウトはしないということです。

注: インテリジェント プレスクリーニングは、エンコードされていないトラフィッ

ク専用です。メール プロトコル（SMTP、POP3、IMAP）または HTTP POST には適

用できません。

• ウィルス対策スキャナが MIME バイパス リストと例外リストを使用するように設定します。

独自のカスタム オブジェクト リストを使用することができます。または、

「junos-default-bypass-mime」と呼ばれる、出荷時デバイスのデフォルト リストを使用す

ることができます。次の例では、avmime2 リストおよび ex-avmime2 リストを有効にします。

• ウィルス対策モジュールが URL バイパス リストを使用するように設定します。URL ホワイ

トリストを使用している場合は（HTTP トラフィックのみに有効）、これは、前にカスタム

オブジェクトとして設定したカスタム URL カテゴリです。この例では、「custurl1」バイパ

ス リストを有効にします。

設定

CLI 簡単構成 ウィルス対策機能プロファイルをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI に

貼り付けます。

[edit]

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine pattern-update interval

120

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine pattern-update

email-notify admin-email administrator@juniper.net custom-message “pattern file was

updated” custom-message-subject “AV pattern file updated”

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options content-size block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options default block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options engine-not-ready block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options out-of-resources block
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set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options timeout block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

fallback-options too-many-requests block

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

notification-options fallback-block custom-message “Dropped due to fallback condition”

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

notification-options virus-detection type protocol-only

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

notification-options virus-detection custom-message ***virus-found***

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

scan-options content-size-limit 20000

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

scan-options intelligent-prescreening

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

scan-options timeout 1800

set security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine profile junexprof1

trickling timeout 600

set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist list avmime2

set security utm feature-profile anti-virus mime-whitelist list avmime2 exception ex-avmime2

set security utm feature-profile anti-virus url-whitelist custurl2

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルを設定するには、次の操作を行います。

1. エンジン タイプを選択し設定します。

[edit]

user@host# set security utm feature-profile anti-virus type juniper-express-engine

2. パターン データベースの更新時間間隔を選択します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set pattern-update interval 120

3. パターンが更新されたら指定管理者に通知するようにデバイスを設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set pattern-update email-notify admin-email administrator@juniper.net

custom-message “pattern file was updated” custom-message-subject “AV pattern

file updated”

4. Juniper Express Engine のプロファイルを作成し、フォールバック オプションを BLOCK

に設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 fallback-options content-size block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options default block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options engine-not-ready block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options out-of-resources block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options timeout block

user@host# set profile junexprof1 fallback-options too-many-requests block

5. フォールバック ブロック アクションのカスタム通知を設定し、通知を送信します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]
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user@host# set profile junexprof1 notification-options fallback-block custom-message

“Dropped due to fallback condition”

6. プロトコルのみのウィルス検出の通知を設定し、通知を送信します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 notification-options virus-detection type

protocol-only

7. ウィルス検出のカスタム通知を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

set profile junexprof1 notification-options virus-detection custom-message

***virus-found***

8. コンテンツ サイズ パラメータを設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 scan-options content-size-limit 20000

9. インテリジェント プレスクリーニングを設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 scan-options intelligent-prescreening

10. タイムアウト設定を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 scan-options timeout 1800

11. トリックリング設定を設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus juniper-express-engine]

user@host# set profile junexprof1 trickling timeout 600

12. ウィルス対策スキャナが MIME バイパス リストと例外リストを使用するように設定しま

す。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set mime-whitelist list avmime2

user@host# set mime-whitelist list avmime2 exception ex-avmime2

13. ウィルス対策モジュールが URL バイパス リストを使用するように設定します。

[edit security utm feature-profile anti-virus]

user@host# set url-whitelist custurl2

結果 設定モードで、show security utm feature-profile anti-virus コマンドを入力して、設定を確

認します。意図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

user@host#show security utm feature-profile anti-virus

mime-whitelist {

list avmime2;

exception ex-avmime2;

}

url-whitelist custurl2;

juniper-express-engine {

pattern-update {

email-notify {

admin-email "administrator@juniper.net";
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custom-message "pattern file was updated";

custom-message-subject "AV pattern file updated";

}

interval 120;

}

profile junexprof1 {

fallback-options {

default block;

content-size block;

engine-not-ready block;

timeout block;

out-of-resources block;

too-many-requests block;

}

scan-options {

intelligent-prescreening;

content-size-limit 20000;

timeout 1800;

}

trickling timeout 600;

notification-options {

virus-detection {

type protocol-only;

custom-message ***virus-found***;

}

fallback-block {

custom-message “Dropped due to fallback condition”;

}

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルの設定の確認 866ページ

エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルの設定の確認

目的 エクスプレス ウィルス対策機能プロファイルを確認すること。

アクション 動作モードで、次のコマンドいずれかを入力します。

• show configuration security utm

• show security utm anti-virus status

• show security utm anti-virus statistics

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーの設定

この例では、機能プロファイルに添付するエクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーを作成す

る方法について示します。

• 要件 867ページ

• 概要 867ページ

• 設定 867ページ

• 確認 867ページ

要件

開始前に、ウィルス対策機能プロファイルを作成します。「862ページの「例 :エクスプレス

ウィルス対策機能プロファイルの設定」」を参照してください。

概要

この例では、「utmp3」と呼ぶエクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーを設定し、そのポリ

シーを「junexprof1」と呼ぶウィルス対策プロファイルに添付します。

設定

ステップごとの手順 エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

1. HTTP ウィルス対策スキャンの UTM ポリシーを作成し、ポリシーをプロファイルに添付し

ます。

[edit]

user@host# set security utm utm-policy utmp3 anti-virus http-profile junexprof1

2. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付する

この例では、エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付する方

法を示します。

• 要件 868ページ

• 概要 868ページ

• 設定 868ページ

• 確認 868ページ
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要件

開始前に、UTM ポリシーを作成します。「867ページの「例 :エクスプレス ウィルス対策 UTM

ポリシーの設定」」を参照してください。

概要

この例では、「utmp3」と呼ぶエクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーを「p3」と呼ぶセキュ

リティ ポリシーに添付します。

設定

ステップごとの手順 エクスプレス ウィルス対策 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付するには、次の操作

を行います。

1. セキュリティ ポリシーを有効にし、設定します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 match

application junos-http

2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p3 then

permit application-services utm-policy utmp3

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、動作モードで「show security policies detail」を

入力します。

関連項目 • SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン
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第33章

コンテンツ フィルタリング

• コンテンツ フィルタリング概要 869ページ

• コンテンツ フィルタリング プロトコルのサポート 870ページ

• 例 : コンテンツ フィルタリングの設定 872ページ

• コンテンツ フィルタリング設定の監視 882ページ

コンテンツ フィルタリング概要

コンテンツ フィルタリングでは、MIME タイプ、ファイル拡張子、およびプロトコル コマンド

に基づいて、特定タイプのトラフィックをブロックまたは許可します。コンテンツ フィルタ

は、設定したフィルタ リストに照らしてトラフィックをチェックすることにより、ゲートウェ

イ上のファイル転送を制御します。

コンテンツ フィルタ モジュールは、Web フィルタリングを除き、他の全ての UTM モジュール

の前にトラフィックを評価します。したがって、トラフィックがコンテンツフィルタで設定さ

れた基準に合うと、コンテンツフィルタが最初にこのトラフィックを処理します。

以下のタイプのコンテンツ フィルタを設定できます。

• MIME パターン フィルタ— MIME パターンは、HTTP および MAIL プロトコルのトラフィック

タイプを識別するのに使用されます。取るべきアクションを決定するためにコンテンツ フィ

ルタが使用する MIME パターン リストは 2 つあります。ブロック MIME リストには、コン

テンツ フィルタでブロックすべき MIME タイプ トラフィックのリストが含まれています。

MIME 例外リストには、コンテンツ フィルタでブロックすべきではない MIME パターンが含

まれています。これは、通常ブロック リストの項目のサブセットです。例外リストは、ブ

ロック リストより優先順位が高くなります。両方のリストに表示される MIME エントリがあ

る場合、例外リストが優先されるので、これらの MIME タイプは、コンテンツ フィルタでブ

ロックされません。したがって、例外リストの項目を追加する場合は、明確に限定した方が

よいでしょう。

• ブロック拡張子リスト—ファイル転送中にファイル名を利用できるので、ファイル拡張子を使

用することは、ファイル転送をブロックまたは許可するきわめて実用的な方法です。コンテ

ンツ フィルタ リストには、ブロックするファイル拡張子リストが含まれています。すべて

のプロトコルは、ブロック拡張子リストの使用をサポートしています。

• プロトコル コマンドのブロックおよび許可リスト—サーバーとクライアント間の通信に使用

するコマンドはプロトコルによって異なります。特定のコマンドをブロックまたは許可する

ことにより、トラフィックをプロトコル コマンド レベルで制御できます。
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ブロックおよび許可コマンド リストは組み合わせて使用します。つまり、許可リストは、ブ

ロック リストの例外リストとして使用します。

注: プロトコル コマンドが許可リストとブロック リストの両方に表示される場

合、コマンドは許可されます。

すべての有害なファイルまたはコンポーネントが、MIME タイプやファイル拡張子で制御できる

わけではないので、コンテンツ フィルタ モジュールを使用して、ActiveX、Java アプレット、

その他のコンテンツ タイプをブロックすることもできます。以下のタイプのコンテンツ ブロッ

クは、HTTP でのみサポートされています。

• ActiveX のブロック

• Java アプレットのブロック

• クッキーのブロック

• EXE ファイルのブロック

• ZIP ファイルのブロック

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

コンテンツ フィルタリング プロトコルのサポート

• コンテンツ フィルタリング プロトコルのサポートについて 870ページ

• コンテンツ フィルタリング プロトコルの指定（CLI 手順） 871ページ

コンテンツ フィルタリング プロトコルのサポートについて

サポートされている各プロトコルでは、利用可能なコンテンツ フィルタの実装が異なります。

各プロトコルにすべてのフィルタリング機能がサポートされているわけではありません。

このトピックには、以下のセクションがあります。

• HTTP のサポート 870ページ

• FTP のサポート 871ページ

• E メールのサポート 871ページ

HTTP のサポート

HTTP プロトコルは、すべてのコンテンツ フィルタリング機能をサポートします。HTTP の場

合、コンテンツ フィルタはゲートウェイで行い、HTTP クラアイアンととサーバー間の各要求

と応答をチェックします。

HTTP 要求がコンテンツ フィルタリングのためにドロップされると、クライアントは、次のよ

うな応答を受信します。

<custom drop message/user-configured drop message>.<src_port><dst_ip>:<dst_port>Download

request was dropped due to <reason>
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したがって、次のようなメッセージが表示されます。

Juniper Networks Firewall Content Filtering blocked request.5.5.5.1:80->4.4.4.1:55247

Download request was dropped due to file extension block list

FTP のサポート

FTP プロトコルは、すべてのコンテンツ フィルタリング機能をサポートするわけではありませ

ん。ブロック拡張子リストおよびプロトコル コマンド ブロック リストのみサポートします。

コンテンツ フィルタリングにより、FTP 要求がブロックされると、コントロール チャネル経

由で次の応答が送信されます。

550 <src_ip>:<src_port>-<dst_ip>:<dst_port><custom drop message/user-configured drop

message> for Content Filtering file extension block list.>

したがって、次のようなメッセージが表示されます。

550 5.5.5.1:21->4.4.4.1:45237 Requested action not taken and the request is dropped for

Content Filtering file extension block list

E メールのサポート

E メール プロトコル（SMTP、IMAP、POP3）では、コンテンツ フィルタリングのサポートは限

定されており、ブロック拡張子リスト、プロトコル コマンド ブロック リスト、および MIME

パターン フィルタリングの機能のみサポートします。E メール プロトコルのサポートが限定

されるのは、次の理由によります。

• コンテンツ フィルタは E メール ヘッダーの 1 レベルのみスキャンします。したがって、

再帰的 E メール ヘッダーと暗号化添付はスキャンされません。

• E メール全体が MIME でエンコード化されている場合、コンテンツ フィルタは MIME タイプ

のスキャンのみ実行できます。

• コンテンツ フィルタリングのため、E メールの一部がブロックされると、元の E メールは

ドロップされ、E メールがブロックされた理由を説明するテキスト ファイルに置き換えられ

ます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

コンテンツ フィルタリング プロトコルの指定（CLI 手順）

コンテンツ フィルタリング プロトコルを設定するには、次の CLI 設定ステートメントを使用

します。

content-filtering {

profile name {

permit-command cmd-list

block-command cmd-list

block-extension file-ext-list

block-mime {

list mime-list

exception ex-mime-list

}

block-content-type {
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activex

java-applet

exe

zip

http-cookie

}

notification-options {

type { message }

notify-mail-sender

custom-message msg

}

}

traceoptions {

flag {

all

basic

detail

}

}

}

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : コンテンツ フィルタリングの設定

• コンテンツ フィルタリングの設定概要 872ページ

• 例 : コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定 873ページ

• 例 : コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの設定 875ページ

• 例 : コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの設定 878ページ

• 例 : コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付す

る 880ページ

コンテンツ フィルタリングの設定概要

コンテンツ セキュリティ フィルタは、MIME タイプ、ファイル拡張子、プロトコル コマンド、

および組み込みオブジェクト タイプに基づき、特定のトラフィック タイプをブロックまたは

許可する新しい機能です。コンテンツ フィルタは、設定したフィルタ リストに照らしてトラ

フィックをチェックすることにより、ゲートウェイ上のファイル転送を制御します。コンテン

ツ フィルタリング モジュールは、他のすべての UTM モジュールの前にトラフィックを評価し

ます。トラフィックがコンテンツ フィルタで設定されている基準に合うと、コンテンツ フィ

ルタが最初にこのトラフィックを処理します。以下の手順で、コンテンツ フィルタを設定する

ための推奨順序を示します。

1. 機能に UTM カスタム オブジェクトを設定します。「例 :コンテンツ フィルタリングのカ

スタム オブジェクトの設定」を参照してください。

2. 機能プロファイルを使用して、主要機能パラメータを設定します。「例 :コンテンツ フィ

ルタリングの機能プロファイルの設定」を参照してください。

3. 各プロトコルに UTM ポリシーを設定し、このポリシーをプロファイルに添付します。「例

:コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの設定」を参照してください。
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4. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。「例 :コンテンツ フィルタリングの

UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 873ページの例 :コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定

• 875ページの例 :コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの設定

• 878ページの例 :コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの設定

• 880ページの例 :コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付

する

例 : コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定

この例では、コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定方法を示します。

• 要件 873ページ

• 概要 873ページ

• 設定 873ページ

• 確認 875ページ

要件

始める前に

1. 必要なコンテンツ フィルタ タイプを決定します。「869ページの「コンテンツ フィルタリ

ング概要」」を参照してください。

2. コンテンツ フィルタリング パラメータを設定する順序を理解します。「872ページの「コン

テンツ フィルタリングの設定概要」」を参照してください。

概要

この例では、コンテンツ フィルタリング プロファイルの作成に使用するカスタム オブジェク

トを定義します。カスタム オブジェクトを定義するには、次のタスクを実行します。

1. 「ftpprotocom1」および「ftpprotocom2」と呼ぶ 2 つのプロトコル コマンド リストを作

成し、User、Pass、Port、および Type コマンドをそれに追加します。

2. 「extlist2」と呼ぶファイル名拡張子リストを作成し、.zip、.js、および .vbs 拡張子を

リストに追加します。

3. 「cfmime1」と呼ぶ block-mime リストを定義し、そのリストにパターンを追加します。

設定

CLI 簡単構成 コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトをすばやく設定するには、以下のコマン

ドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm custom-objects protocol-command ftpprotocom1 value [user pass port type]

set security utm custom-objects protocol-command ftpprotocom2 value [user pass port type]
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set security utm custom-objects filename-extension extlist2 value [zip js vbs]

set security utm custom-objects mime-pattern cfmime1 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

set security utm custom-objects mime-pattern ex-cfmime1 value

[video/quicktime-inappropriate]

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトを設定するには、次の操作を行います。

1. 2 つのプロトコル コマンド リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects protocol-command ftpprotocom1

[edit security utm]

user@host# set custom-objects protocol-command ftpprotocom2

2. プロトコル コマンドをリストに追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects protocol-command ftpprotocom1 value [user pass port

type]

[edit security utm]

user@host# set custom-objects protocol-command ftpprotocom2 value [user pass port

type]

3. ファイル名拡張子リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects filename-extension extlist2

4. 拡張子をリストに追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects filename-extension extlist2 value [zip js vbs]

5. ウィルス対策スキャン リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern cfmime1

user@host# set custom-objects mime-pattern ex-cfmime1

6. パターンをリストに追加します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects mime-pattern cfmime1 value [video/quicktime

image/x-portable-anymap x-world/x-vrml]

user@host# set custom-objects mime-pattern ex-cfmime1 value

[video/quicktime-inappropriate]

結果 設定モードで、show security utm コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定が表

示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost#show security utm

custom-objects {

mime-pattern {

cfmime1 {
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value [ video/quicktime image/x-portable-anymap x-world/x-vrml ];

}

ex-cfmime1 {

value video/quicktime-inappropriate;

}

}

filename-extension {

extlist2 {

value [ zip js vbs ];

}

}

protocol-command {

ftpprotocom1 {

value [ user pass port type ];

}

}

protocol-command {

ftpprotocom2 {

value [ user pass port type ];

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの確認 875ページ

コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトの確認

目的 コンテンツ フィルタリングのカスタム オブジェクトを確認すること。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルの設定

この例では、コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルを設定する方法を示します。

• 要件 876ページ

• 概要 876ページ

• 設定 876ページ

• 確認 878ページ
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要件

始める前に

1. 必要なコンテンツ フィルタ タイプを決定します。「869ページの「コンテンツ フィルタリ

ング概要」」を参照してください。

2. カスタム オブジェクトを作成します。「872ページの「コンテンツ フィルタリングの設定概

要」」を参照してください。

概要

この例では、「confilter1」と呼ぶ機能プロファイルを設定し、コンテンツのフィルタリング

に使用する次のカスタム オブジェクトを指定します。

1. ftpprotocom1 プロトコル コマンド リストのカスタム オブジェクトを confilter1 に適用

します。

2. Java アプレット、EXE ファイル、および HTTP クッキーにブロックを適用します。

3. 拡張子リスト extlist2 のカスタム オブジェクトをブロックする拡張子として confilter1

に適用します。

4. MIME パターン リストのカスタム オブジェクト cfmime1 および ex-cfmime1 をブロックす

る MIME タイプとして confilter1 に適用します。

5. プロトコル許可コマンドのカスタム オブジェクト ftpprotocom2 を confilter1 に適用し

ます。（許可プロトコル コマンド リストは、ブロック プロトコル コマンド リストの例

外リストとして動作します。）

注: 許可およびブロックの両方のプロトコル コマンド リストは、同じカスタム

オブジェクトを使用して作成します。

6. 通知を送信するためにカスタム メッセージを設定します。

設定

CLI 簡単構成 コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルをすばやく設定するには、以下のコマンドをコ

ピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 block-command

ftpprotocom1

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 block-content-type

java-applet exe http-cookie

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 block-extension

extlist2

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 block-mime list

cfmime1 exception ex-cfmime1

set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 permit-command

ftpprotocom2
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set security utm feature-profile content-filtering profile confilter1 notification-options

custom-message “the action is not taken” notify-mail-sender type message

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルを設定するには、次の操作を行います。

1. コンテンツ フィルタリング プロファイルを作成します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1

2. プロトコル コマンド リストのカスタム オブジェクトをプロファイルに適用します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 block-command

ftpprotocom1

3. 利用可能なコンテンツにブロックを適用します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 block-content-type

java-applet exe http-cookie

4. 拡張子リストのカスタム オブジェクトをプロファイルに適用します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 block-extension

extlist2

5. パターン リストのカスタム オブジェクトをプロファイルに適用します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 block-mime list

cfmime1 exception ex-cfmime1

6. プロトコル許可コマンドのカスタム オブジェクトをプロファイルに適用します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1 permit-command

ftpprotocom2

7. 通知オプションを構成します。

[edit security utm]

user@host# set feature-profile content-filtering profile confilter1m

notification-options custom-message “the action is not taken” notify-mail-sender

type message

結果 設定モードで、show security utm コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定が表

示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

user@host# show security utm

feature-profile {

content-filtering {

profile contentfilter1;

profile confilter1 {

permit-command ftpprotocom2;
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block-command ftpprotocom1;

block-extension extlist2;

block-mime {

list cfmime1;

exception ex-cfmime1;

}

block-content-type {

java-applet;

exe;

http-cookie;

}

notification-options {

type message;

notify-mail-sender;

custom-message " the action is not taken";

}

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• コンテンツ フィルタリング機能プロファイルの設定の確認 878ページ

コンテンツ フィルタリング機能プロファイルの設定の確認

目的 コンテンツ フィルタリングの機能プロファイルを確認すること。

アクション 動作モードで、show configuration security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーの設定

この例では、機能プロファイルに添付するコンテンツ フィルタリング UTM ポリシーを作成す

る方法について示します。

• 要件 878ページ

• 概要 879ページ

• 設定 879ページ

• 確認 879ページ

要件

始める前に

1. 必要なコンテンツ フィルタ タイプを決定します。「869ページの「コンテンツ フィルタリ

ング概要」」を参照してください。
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2. 各機能に UTM カスタム オブジェクトを設定し、コンテンツ フィルタリング プロファイル

を定義します。「872ページの「コンテンツ フィルタリングの設定概要」」を参照してくだ

さい。

概要

UTM 対応デバイスを通過するネットワーク トラフィック上にさまざまな UTM ソリューション

を選択的に実施する UTM ポリシーを設定します。機能プロファイルによって、カスタム オブ

ジェクトをこれらのポリシーに関連付け、特定タイプのトラフィックのブロックまたは許可を

指定します。

この例では、「utmp4」と呼ぶ UTM ポリシーを設定し、あらかじめ設定されている機能プロファ

イル confilter1 をこのポリシーに割り当てます。

設定

ステップごとの手順 コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

UTM ポリシーで異なるプロトコル アプリケーションを設定できます。例では HTTP のみ示して

おり、他のプロトコルは示していません。前に、FTP のカスタム オブジェクト（ftpprotocom1

および ftpprotocom2）を設定しました。次のように、FTP のコンテンツ フィルタ ポリシーを

追加する必要があります。

set security utm utm-policy utmp4 content-filtering ftp upload-profile confilter1

set security utm utm-policy utmp4 content-filtering ftp download-profile confilter1

1. UTM ポリシーを作成します。

[edit security utm]

user@host# set utm-policy utmp4

2. UTM ポリシーをプロファイルに添付します。

[edit security utm]

user@host# set utm-policy utmp4 content-filtering http-profile contentfilter1

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security utm コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する

この例では、セキュリティ ポリシーを作成し、UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付

する方法を示します。

• 要件 880ページ

• 概要 880ページ

• 設定 880ページ

• 確認 881ページ

要件

始める前に

1. UTM カスタム オブジェクトを設定し、コンテンツ フィルタリング プロファイルを定義し、

UTM ポリシーを作成します。「872ページの「コンテンツ フィルタリングの設定概要」」を

参照してください。

2. セキュリティ ポリシーを有効にし、設定します。「151ページの「例 :すべてのトラフィッ

クを許可または拒否するようにセキュリティ ポリシーを設定する」」を参照してください。

概要

コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付することにより、

あるセキュリティ ゾーンから別のセキュリティ ゾーンへ転送するトラフィックをフィルタリ

ングできます。

この例では、「p4」と呼ぶセキュリティ ポリシーを作成し、HTTP アプリケーションで任意の

ソース アドレスから任意の宛先アドレスへ転送するトラフィックが基準と一致することと指定

します。そして、「utmp4」と呼ぶ UTM ポリシーをセキュリティ ポリシー p4 に割り当てま

す。この UTM ポリシーは、セキュリティ ポリシー p4 で指定した基準に一致するすべてのト

ラフィックに適用されます。

設定

CLI 簡単構成 コンテンツ フィルタリング ポリシーをセキュリティ ポリシーにすばやく添付するには、以下

のコマンドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4 match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4 match application

junos-htttp

set security from-zone trust to-zone untrust policy p4 then permit application-services

utm-policy utmp4
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ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付するには、次の操作を行います。

1. セキュリティ ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4

2. ポリシーの一致条件を指定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host#set match application junos-http

3. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p4]

user@host# set then permit application-services utm-policy utmp4

結果 設定モードで、show security policies コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設

定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy p4 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-http;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy utmp4;

}

}

}

}

}

default-policy {

permit-all;

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認

する 882ページ
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コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認す
る

目的 コンテンツ フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認す

ること

アクション 動作モードで、show security policy コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

コンテンツ フィルタリング設定の監視

目的 コンテンツ フィルタリング統計情報を表示すること。

アクション CLI でコンテンツ フィルタリング統計情報を表示するには、 user@host > show security utm

content-filtering statistics コマンドを入力します。

コンテンツ フィルタリングの統計情報表示コマンドで次の情報が表示されます。

Base on command list:# Blocked

Base on mime list:# Blocked

Base on extension list:# Blocked

ActiveX plugin:# Blocked

Java applet:# Blocked

EXE files:# Blocked

ZIP files:# Blocked

HTTP cookie:# Blocked

J-Web を使用して、コンテンツ フィルタリング統計情報を表示するには、次の操作を行いま

す。

1. [Monitor（監視）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Content Filtering（コン

テンツ フィルタリング）] を選択します。

右ペインで以下の統計情報を見ることできます。

Base on command list:# Passed # Blocked

Base on mime list:# Passed # Blocked

Base on extension list:# Passed # Blocked

ActiveX plugin:# Passed # Blocked

Java applet:# Passed # Blocked

EXE files:# Passed # Blocked

ZIP files:# Passed # Blocked

HTTP cookie:# Passed # Blocked

2. [Clear Content filtering statistics（コンテンツ フィルタリング統計情報のクリア）]

をクリックして、現在の表示可能統計情報をすべてクリアし、新しい統計情報の収集を開始

できます。

関連項目 • SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.882

Junos OS セキュリティ設定ガイド



第34章

Web フィルタリング

• Web フィルタリング概要 883ページ

• 統合型 Web フィルタリング 884ページ

• 転送型 Web フィルタリング 894ページ

• ローカル Web フィルタリング 902ページ

• Web フィルタリング設定の監視 910ページ

Web フィルタリング概要

Web フィルタリングを使用して、不適切な Web コンテンツへのアクセスを防止することによ

り、インターネットの使用を管理できます。Web フィルタリング ソリューションには 3 タイ

プあります。

• 統合型 Web フィルタリング—統合型 Web フィルタリング ソリューションは、TCP 接続のす

べての HTTP 要求をインターセプトします。この場合、意思決定は、デバイスがユーザー定

義のカテゴリまたはカテゴリ サーバー（Websense 提供の SurfControl Content Portal

Authority）から URL のカテゴリを識別した後、デバイス上で行われます。

注: 統合型 Web フィルタリング機能は、個別ライセンスの登録サービスです。

Web フィルタリングのライセンス キーの期限が切れると、カテゴリ サーバーに

チェックのための URL は送信されなくなります。ローカルのユーザー定義カテゴ

リのみがチェックされます。

• 転送型 Web フィルタリング—転送型 Web フィルタリング ソリューションは HTTP 要求をイ

ンターセプトして、それを Websense 提供の外部 URL フィルタリング サーバーに送信し、

要求をブロックすべきかを決定します。

注: 転送型 Web フィルタリングには、個別ライセンスは必要ありません。

• ローカル Web フィルタリング—ローカル Web フィルタリング ソリューションは、TCP 接続

のすべての HTTP 要求をインターセプトします。この場合、意思決定は、デバイスが URL を

ルックアップして、ユーザー定義カテゴリに基づき、それがホワイトリストにあるかブラッ

クリストにあるかを判断して行います。

883Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



注: ローカル Web フィルタリングでは、ライセンスやリモート カテゴリ サー

バーは必要ありません。

Web フィルタリング プロファイルまたはウィルス対策プロファイル、またはその両方をファイ

アウォール ポリシーにバインドできます。両方をファイアウォール ポリシーにバインドする

場合は、最初に Web フィルタリングが適用され、次にウィルス対策が適用されます。Web フィ

ルタリングで URL がブロックされている場合は、TCP 接続が閉じられるので、ウィルス対策ス

キャンは必要ありません。URL が許可されている場合は、トランザクションのコンテンツがウィ

ルス対策スキャン プロセスに渡されます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

統合型 Web フィルタリング

• 統合型 Web フィルタリングについて 884ページ

• 例 : 統合型 Web フィルタリングの設定 887ページ

• グローバル SurfControl URL カテゴリの表示 894ページ

統合型 Web フィルタリングについて

統合型 Web フィルタリングでは、ファイアウォールは TCP 接続のすべての HTTP 要求をイン

ターセプトし、HTTP 要求から URL を抽出します。個々の HTTP 要求は定義した URL フィルタ

リング プロファイルに基づいて、ブロックまたは許可されます。意思決定は、デバイスが URL

のカテゴリを識別した後、デバイスで行われます。

URL カテゴリとは、コンテンツに応じて URL を分類したリストのことです。URL カテゴリは、

SurfControl があらかじめ定義し管理しているカテゴリか、ユーザー定義のカテゴリです。

SurfControl ではあらかじめ定義された約 40 のカテゴリを管理しています。独自の URL カテ

ゴリを定義する場合は、URL をグループ化し、ニーズ固有のカテゴリを作成できます。

URL パターン リストとカスタム URL カテゴリのカスタム オブジェクトを使用して独自のカテ

ゴリを定義します。定義したら、Web フィルタリング プロファイルを設定するときにカテゴリ

を選択できます。各カテゴリには、最大 20 の URL を登録できます。カテゴリを作成する際、

サイトの URL または IP アドレスを追加できます。URL をユーザー定義のカテゴリに追加する

場合、デバイスは DNS ルックアップを実行して、ホスト名を IP アドレスに解決し、この情報

をキャッシュします。ユーザーが IP アドレスを使ってサイトにアクセスしようとしても、デ

バイスは IP アドレスのキャッシュ リストを参照して、ホスト名を解決しようとします。多く

のサイトでは、動的 IP アドレスを割り当てているため、IP アドレスが定期的に変わります。

そのため、デバイスのキャッシュ リストに保存されていない IP アドレスを指定して、ユー

ザーがそのサイトにアクセスすることがあります。したがって、カテゴリに追加するサイトの

IP アドレスが分かっている場合は、サイトの URL と IP アドレスの両方を登録します。

注: URL がユーザー定義のカテゴリとあらかじめ定義されているカテゴリの両方に

登録されている場合、デバイスはユーザー定義の方を優先します。
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注: Web フィルタリングは、 HTTP 1.0 および HTTP 1.1 で定義されているすべて

の方法で実行されます。

このトピックには、以下のセクションがあります。

• 統合型 Web フィルタリングのプロセス 885ページ

• 統合型 Web フィルタリングのキャッシュ 885ページ

• 統合型 Web フィルタリングプロファイル 886ページ

• プロファイル マッチングの優先順位 886ページ

統合型 Web フィルタリングのプロセス

Web トラフィックが、Web フィルタリング モジュールによってどのようにインターセプトさ

れ、処理されるかを以下に概説します。

1. デバイスが、TCP 接続をインターセプトします。

2. デバイスは、TCP 接続の各 HTTP 要求をインターセプトします。

3. デバイスは、HTTP 要求の各 URL を抽出し、その URL フィルタのキャッシュをチェックし

ます。

4. まず、グローバル Web フィルタリングのホワイトリストとブラックリストがチェックされ、

ブロックするか許可するか決定されます。

5. HTTP 要求の URL がキャッシュ パラメータに基づいて許可されると、Web サーバーに転送

されます。キャッシュに一致がない場合は、カテゴリ化の要求が SurfControl サーバーに

送信されます。（HTTP 要求の URL がブロックされると、要求は転送されず、通知メッセー

ジがログ記録されます。）

6. 許可された場合、SurfControl サーバーは対応するカテゴリで応答します。

7. 識別されたカテゴリに基づいて、URL が許可されたら、デバイスは HTTP 要求を Web サー

バーに転送します。URL が許可されない場合は、拒否ページが HTTP クライアントに送信さ

れます。

統合型 Web フィルタリングのキャッシュ

デフォルトでは、デバイスは SurfControl CPA サーバーから URL カテゴリを取得しキャッシュ

します。このプロセスにより、同じ URL に対するアクセス要求が繰り返しあっても、SurfControl

CPA サーバーに毎回問い合わせる必要がなくなります。キャッシュの容量と保存時間は、ネッ

トワーク環境のパフォーマンスとメモリ要件に応じて設定できます。キャッシュ項目の保存時

間は 1 ～ 1800 秒に設定できます。デフォルト値は 300 秒です。

注: キャッシュは、デバイスの再起動時や電源損失時には保存されません。
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統合型 Web フィルタリングプロファイル

定義カテゴリに応じて、URL を許可またはブロックする Web フィルタリング プロファイルを

設定します。Web フィルタリング プロファイルは、次のアクションの 1 つを割り当てた URL

カテゴリのグループからなります。

• Permit（許可）—デバイスはいつも、このカテゴリにある Web サイトへのアクセスを許可し

ます。

• Block（ブロック）—デバイスは、このカテゴリにある Web サイトへのアクセスをブロックし

ます。デバイスがこのカテゴリの Web サイトへのアクセスをブロックすると、この URL カ

テゴリを示すメッセージを使用ブラウザに表示します。

• Blacklist（ブラックリスト）—デバイスは、このリストにある Web サイトへのアクセスを常

にブロックします。ユーザー定義のカテゴリを作成できます。

• Whitelist（ホワイトリスト）—デバイスはいつも、このカテゴリにある Web サイトへのアク

セスを常に許可します。ユーザー定義のカテゴリを作成できます。

注: あらかじめ定義されたプロファイルが提供されるので、独自のプロファイルを

定義しない場合は、これを使用できます。

Web フィルタリングには、1 つのブラックリストか 1 つのホワイトリスト、複数のユーザー定

義カテゴリやあらかじめ定義されたカテゴリ、および Other カテゴリがあります。そして、そ

れぞれのカテゴリに許可アクションまたはブロック アクションがあります。プロファイル内の

すべての Other カテゴリについてアクションを定義し、受信 URL がプロファイルに定義され

ているどのカテゴリにも属さない場合にどう処理するかを指定できます。Other カテゴリのア

クションがブロックの場合、受信 URL がプロファイルに明確に定義されているどのカテゴリと

も一致しないと、この URL はブロックされます。Other カテゴリのアクションが指定されてい

ない場合、どのカテゴリとも一致しない受信 URL にはデフォルトの許可アクションが適用され

ます。

プロファイル マッチングの優先順位

プロファイルが URL マッチングに複数のカテゴリを使用する場合、次の順序でカテゴリの照合

が行われます。

1. グローバル ブラックリストがある場合、これが最初にチェックされます。一致があると、

URL はブロックされます。一致が検出されない場合、

2. 次にグローバル ホワイトリストがチェックされます。一致があると、URL は許可されます。

一致が検出されない場合、

3. 次にユーザー定義カテゴリがチェックされます。一致があると、URL は指定に応じてブロッ

クされるか、許可されます。一致が検出されない場合、

4. 次にあらかじめ定義されたカテゴリがチェックされます。一致があると、URL は指定に応じ

てブロックされるか、許可されます。一致が検出されない場合、

5. 次に Other カテゴリがチェックされます。一致があると、URL は指定に応じてブロックさ

れるか、許可されます。
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関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 統合型 Web フィルタリングの設定

この例では、統合型 Web フィルタリングを設定する方法を示します。

• 要件 887ページ

• 概要 887ページ

• 設定 888ページ

• 確認 893ページ

要件

開始前に、Web フィルタリングについてよく知っておいてください。「883ページの「Web フィ

ルタリング概要」」を参照してください。

概要

この例では、統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクト、統合型 Web フィルタリン

グの機能プロファイル、および統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーを設定します。ま

た、統合型 Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

最初の設定例では、「http://www.juniper.net 1.2.3.4」のパターンを含む、「urllist3」と

呼ぶカスタム オブジェクトを作成します。次に、urllist3 カスタム オブジェクトをカスタム

URL カテゴリ custurl3 に追加します。

2 番目の設定例では、Web フィルタリングの機能プロファイルを設定します。URL ブラックリ

ストのフィルタリング カテゴリを [custblacklist] に設定し、ホワイトリストのフィルタリ

ング カテゴリを [custwhitelist] に設定し、Web フィルタリング エンジン タイプを

[surf-control-integrated] に設定します。そして、Web フィルタリングのキャッシュ サイズ

パラメータをデフォルトの [500 KB] に設定し、キャッシュ タイムアウト パラメータを [1800]

に設定します。

Surf Control サーバーの名前を [surfcontrolserver] に設定し、そのサーバーと通信するポー

ト番号として「8080」と入力します。（デフォルトのポートは、80、8080、および 8081 で

す。）そして、「surfprofile1」と呼ぶ surf-control-integrated プロファイルを作成しま

す。

次に、掲載されているホワイトリストおよびブラックリスト カテゴリからカテゴリを選択する

か、フィルタリング対象に作成したカスタム URL カテゴリ リストを選択します。そして、フィ

ルタリングのアクション（permit、log and permit、block）を入力します。ホワイトリストと

ブラックリスト、およびそれらに付随するアクションの編集に必要な回数だけ、この手順を繰

り返します。この例では、custurl3 カテゴリの URL をブロックします。

そして、HTTP 要求がブロックされた場合に送信するカスタム メッセージを入力します。この

例では、「***access denied***」というメッセージを送信するようにデバイスを設定します。

エラーとなった要求に対する、このプロファイルのデフォルト アクション（permit、log and

permit、block）を選択します。この例では、デフォルトのアクションを [Block（ブロック）]

に設定します。設定した各カテゴリでエラーが生じた場合に取るべき、このプロファイルの

フォールバック設定（block または log and permit）を選択します。この例では、フォール

バック設定を「Block」に設定します。
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最後に、タイムアウト値を秒単位で入力します。この制限に達したら、障害モード設定が適用

されます。デフォルトは 10 秒で、10 ～ 240 秒の値を入力できます。この例では、タイムア

ウト値を [10] に設定します。

3 番目の設定例では、UTM ポリシー utmp5 を作成し、これをプロファイル surfprofile1 に添

付します。

最後の設定例では、UTM ポリシー utmp5 をセキュリティ ポリシー p5 に添付します。

設定

• 統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定 888ページ

• 統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの設定 889ページ

• 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの設定 892ページ

• 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する 892ページ

統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定

CLI 簡単構成 統合型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトをすばやく設定するには、以下のコマン

ドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm custom-objects url-pattern urllist3 value http://www.juniper.net

set security utm custom-objects url-pattern urllist3 value 1.2.3.4

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value http://www.untrusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value 13.13.13.13

set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value http://www.trusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value 7.7.7.7

set security utm custom-objects custom-url-category custurl3 value urllist3

set security utm custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack

set security utm custom-objects custom-url-category custwhiltelist value urllistwhite

ステップごとの手順 統合型 Web フィルタリングを設定するには、次の操作を行います。

1. カスタム オブジェクトを作成し、URL パターン リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllist3 value [http://www.juniper.net

1.2.3.4]

2. URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リストのカスタム オブジェク

トを設定します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl3 value urllist3

3. Untrust サイトのリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllistblack value [http://www.untrusted.com

13.13.13.13]

4. Untrust サイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リストのカ

スタム オブジェクトを設定します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack
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5. Trust サイトのリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllistwhite value [http://www.trusted.com

7.7.7.7]

6. Trust サイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リストのカス

タム オブジェクトを設定します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custwhitelist value urllistwhite

結果 設定モードで、show security utm custom-objects コマンドを入力して、設定を確認します。意

図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

簡単にするために、この show コマンドの出力には、この例に関係する設定のみ含めています。

システムの他の設定は、省略（...）に置き換えています。

[edit]

userhost#show security utm custom-objects

url-pattern {

urllist3 {

value [ http://www.juniper.net ];

}

urllistblack {

value [ http://www.untrusted.com 13.13.13.13 ];

}

urllistwhite {

value [ http://www.trusted.com 7.7.7.7 ];

}

}

custom-url-category {

custurl3 {

value urllist3;

}

custblacklist {

value urllistblack;

}

custwhiltelist {

value urllistwhite;

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルの設定

CLI 簡単構成 統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルをすばやく設定するには、以下のコマンドをコ

ピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm feature-profile web-filtering url-whitelist custwhitelist

set security utm feature-profile web-filtering url-blacklist custblacklist

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated cache timeout 1800

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated cache size 500
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set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated server host

surfcontrolserver

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated server port 8080

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

category custurl3 action block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

default block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

custom-block-message "***access denied ***"

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

fallback-settings default block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

fallback-settings server-connectivity block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

fallback-settings timeout block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

fallback-settings too-many-requests block

set security utm feature-profile web-filtering surf-control-integrated profile surfprofile1

timeout 10

set security utm feature-profile content-filtering profile contentfilter1

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

統合型 Web フィルタリングの機能プロファイルを設定するには、次の操作を行います。

1. Web フィルタリング URL ブラックリストを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-blacklist custblacklist

2. Web フィルタリング URL ホワイトリストを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-whitelist custwhitelist

3. surf-control-integrated Web フィルタリング エンジンを指定し、キャッシュ サイズ

パラメータを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated cache size 500

4. キャッシュ タイムアウト パラメータを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated cache timeout 1800

5. サーバー名または IP アドレスを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated server host surfcontrolserver

6. サーバーと通信するためのポート番号を入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated server port 8080

7. プロファイル名を作成し、掲載されているホワイトリストおよびブラックリストのカテゴ

リからカテゴリを選択します。
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[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 category custurl3 action

block

8. HTTP 要求がブロックされた場合に送信するカスタム メッセージを入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 custom-block-message

“***access denied***”

9. エラーとなった要求に対する、このプロファイルのデフォルト アクション（permit、log

and permit、block）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 default block

10. このプロファイルのフォールバック設定（block または log and permit）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 fallback-settings default

block

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 fallback-settings

server-connectivity block

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 fallback-settings timeout

block

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 fallback-settings

too-many-requests block

11. タイムアウト値を秒単位で入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set surf-control-integrated profile surfprofile1 timeout 10

結果 設定モードで、show security utm feature-profile コマンドを入力して、設定を確認します。

意図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost#show security utm feature-profile

web-filtering {

url-whitelist custwhitelist;

url-blacklist custblacklist;

type juniper-local;

surf-control-integrated {

cache {

timeout 1800;

size 500;

}

server {

host surfcontrolserver;

port 8080;

}

profile surfprofile1 {

category {

custurl3 {

action block;

}

}
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default block;

custom-block-message "***access denied ***";

fallback-settings {

default block;

server-connectivity block;

timeout block;

too-many-requests block;

}

timeout 10;

}

}

content-filtering {

profile contentfilter1;

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの設定

CLI 簡単構成 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピー

して CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm utm-policy utmp5 web-filtering http-profile surfprofile1

ステップごとの手順 UTM ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

1. プロファイルを参照する UTM ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# set security utm utm-policy utmp5 web-filtering http-profile surfprofile1

結果 設定モードで、show security utm utm-policy コマンドを入力して、設定を確認します。意図し

た設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost#show security utm utm-policy

...

utm-policy utmp5 {

content-filtering {

http-profile contentfilter1;

}

web-filtering {

http-profile surfprofile1;

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する

CLI 簡単構成 統合型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーにすばやく添付するに

は、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match source-address any
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set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match application junos-http

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 then permit

application-services utm-policy utmp5

ステップごとの手順 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付するには、次の操作を行います。

1. セキュリティ ポリシーを作成し、設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host#set match application junos-http

2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5]

user@host# set then permit application-services utm-policy utmp5

結果 設定モードで、show security policies コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設

定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost#show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy p5 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-http;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy utmp5;

}

}

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• 統合型 Web フィルタリング カスタム オブジェクトの設定の確認 894ページ

• 統合型 Web フィルタリング機能プロファイルの設定の確認 894ページ

• 統合型 Web フィルタリング UTM ポリシーの設定の確認 894ページ

• 統合型 Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認す

る 894ページ
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統合型 Web フィルタリング カスタム オブジェクトの設定の確認

目的 統合型 Web フィルタリング カスタム オブジェクトの設定を確認すること

アクション 設定モードで設定の一番上に、show security utm custom-objects コマンドを入力します。

統合型 Web フィルタリング機能プロファイルの設定の確認

目的 統合型 Web フィルタリング機能プロファイルの設定を確認すること

アクション 設定モードで設定の一番上に、show security utm feature-profile コマンドを入力します。

統合型 Web フィルタリング UTM ポリシーの設定の確認

目的 統合型 Web フィルタリング UTM ポリシーの設定を確認すること。

アクション 設定モードで設定の一番上に、show security utm コマンドを入力します。

統合型 Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認する

目的 統合型 Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認する

こと

アクション 設定モードで設定の一番上に、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

グローバル SurfControl URL カテゴリの表示

目的 SurfControl で定義し管理するグローバル URL カテゴリを表示すること

アクション user@host# show groups junos-defaults CLI コマンドを入力します。「custom-url-category」

も検索できます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

転送型 Web フィルタリング

• 転送型 Web フィルタリングについて 894ページ

• 例 : 転送型 Web フィルタリングの構成 895ページ

転送型 Web フィルタリングについて

転送型 Web フィルタリングの場合、Web フィルタリング モジュールは HTTP 要求をインター

セプトします。要求から抽出された URL が外部 Websense サーバーへ送信され、そこで許可ま

たは拒否の決定が行われます。 当該 URL のアクセスが許可されると、元の HTTP 要求と後続
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のすべての要求は宛先 HTTP サーバーに送信されます。しかし、当該 URL のアクセスが拒否さ

れると、ブロッキング メッセージがクライアントに送信されます。

Web トラフィックが、Web フィルタリング モジュールによってどのようにインターセプトさ

れ、転送され、処理されるかを以下に概説します。

1. Web クライアントは、Web サーバーとの TCP 接続を確立します。

2. そして、Web クライアントは HTTP 要求を送信します。

3. デバイスは要求をインターセプトし、URL を抽出します。URL はグローバル Web フィルタ

リングのホワイトリストおよびブラックリストに照らしてチェックされます。一致がない場

合は、Websense サーバーの設定パラメータが使用されます。一致があった場合は、手順 6

に進みます。

4. URL が Websense サーバーに送信されチェックされます。

5. Websense サーバーは URL を許可するかブロックするかを示す応答を返します。

6. アクセスが許可されると、元の HTTP 要求が Web サーバーへ送信されます。アクセスが拒

否されると、デバイスはブロッキング メッセージをクライアントに送信し、TCP 接続を切

断します。

注: Web フィルタリングは、 HTTP 1.0 および HTTP 1.1 で定義されているすべて

の方法で実行されます。ただし、転送型 Web フィルタリングは、HTTPS トラフィッ

クをサポートしていません。これは、URL を取得するために復号化できないからで

す。

注: リアルタイム オプションの意思決定の方が精度が高くなります。そのため、転

送型 Web フィルタリングのキャッシュはサポートされていません。

注: 転送型 Web フィルタリングには、登録ライセンスは必要ありません。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 転送型 Web フィルタリングの構成

この例では、転送型 Web フィルタリングを設定する方法を示します。

• 要件 896ページ

• 概要 896ページ

• 設定 896ページ

• 確認 901ページ
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要件

開始前に、Web フィルタリングについてよく知っておいてください。「883ページの「Web フィ

ルタリング概要」」を参照してください。

概要

この例では、転送型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクト、転送型 Web フィルタリン

グの機能プロファイル、および転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーを設定します。ま

た、転送型 Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

最初の設定例では、「http://www.juniper.net 1.2.3.4」のパターンを含む、「urllist4」と

呼ぶカスタム オブジェクトを作成します。次に、urllist4 カスタム オブジェクトをカスタム

URL カテゴリ custurl4 に追加します。

2 番目の設定例では、Web フィルタリングの機能プロファイルを設定します。URL ブラックリ

スト フィルタリング カテゴリを「custblacklist」に設定し、Web フィルタリング エンジン

タイプを「Websense-redirect」に設定します。

「websenseprofile1」と呼ぶ Websense 転送型プロファイルを作成します。そして、Websense

サーバーの名前を「Websenseserver」に設定し、そのサーバーと通信するポート番号として

「8080」と入力します。（デフォルトのポートは、80、8080、および 8081 です。）

設定した各カテゴリでエラーが生じた場合に取るべき、このプロファイルのフォールバック設

定（block または log and permit）を選択します。この例では、フォールバック設定を「Block」

に設定します。クライアントとサーバー間の通信に使用するソケット数を入力します。デフォ

ルトは 1 です。

最後に、タイムアウト値を秒単位で入力します。この制限に達したら、障害モード設定が適用

されます。デフォルトは 10 秒で、10 ～ 240 秒の値を入力できます。この例では、タイムア

ウト値を「10」に設定します。

3 番目の設定例では、UTM ポリシー utmp6 を作成し、これをプロファイル websenseprofile1

に添付します。

最後の設定例では、UTM ポリシー utmp6 をセキュリティ ポリシー p6 に添付します。

設定

• 転送型フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定 896ページ

• 転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルの設定 898ページ

• 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの設定 900ページ

• 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する 900ページ

転送型フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定

CLI 簡単構成 転送型 Web フィルタリングのカスタム オブジェクトをすばやく設定するには、以下のコマン

ドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm custom-objects url-pattern urllist4 value 1.2.3.4

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value http://www.untrusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistblack value 13.13.13.13
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set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value http://www.trusted.com

set security utm custom-objects url-pattern urllistwhite value 7.7.7.7

set security utm custom-objects custom-url-category custurl4 value urllist4

set security utm custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack

set security utm custom-objects custom-url-category custwhitelist value urllistwhite

ステップごとの手順 転送型 Web フィルタリングを設定するには、次の操作を行います。

1. カスタム オブジェクトを作成し、URL パターン リストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllist4 value [http://www.juniper.net

1.2.3.4]

2. URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リストのカスタム オブジェク

トを設定します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custurl4 value urllist4

3. Untrust サイトのリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllistblack value [http://www.untrusted.com

13.13.13.13]

4. Untrust サイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リストのカ

スタム オブジェクトを設定します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custblacklist value urllistblack

5. Trust サイトのリストを作成します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects url-pattern urllistwhite value [http://www.trusted.com

7.7.7.7]

6. Trust サイトの URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リストのカス

タム オブジェクトを設定します。

[edit security utm]

user@host# set custom-objects custom-url-category custwhitelist value urllistwhite

結果 設定モードで、show security utm custom-objects コマンドを入力して、設定を確認します。意

図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

簡単にするために、この show コマンドの出力には、この例に関係する設定のみ含めています。

システムの他の設定は、省略（...）に置き換えています。

[edit]

userhost#show security utm custom-objects

url-pattern {

urllist4 {

value [ http://www.juniper.net 1.2.3.4 ];

}

urllistblack {

value [ http://www.untrusted.com 13.13.13.13 ];

}
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urllistwhite {

value [ http://www.trusted.com 7.7.7.7 ];

}

}

custom-url-category {

custurl4 {

value urllist4;

}

custblacklist {

value urllistblack;

}

custwhitelist {

value urllistwhite;

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルの設定

CLI 簡単構成 転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルをすばやく設定するには、以下のコマンドをコ

ピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm feature-profile web-filtering url-whitelist custwhitelist

set security utm feature-profile web-filtering url-blacklist custblacklist

set security utm feature-profile web-filtering type juniper-local set security utm

feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1 server host

Websenseserver

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

server port 8080

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

fallback-settings server-connectivity block

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

fallback-settings timeout block

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

fallback-settings too-many-requests block

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

timeout 10

set security utm feature-profile web-filtering websense-redirect profile websenseprofile1

sockets 1

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

転送型 Web フィルタリングの機能プロファイルを設定するには、次の操作を行います。

1. Web フィルタリング URL ブラックリストを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-blacklist custblacklist

2. Web フィルタリング URL ホワイトリストを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-whitelist custwhitelist
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3. Web フィルタリング タイプを指定し、プロファイル名を作成し、サーバー名または IP

アドレスを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 server host Websenseserver

4. サーバーと通信するためのポート番号を入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 server port 8080

5. このプロファイルのフォールバック設定（block または log and permit）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 fallback-settings default

block

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 fallback-settings

server-connectivity block

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 fallback-settings timeout

block

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 fallback-settings

too-many-requests block

6. クライアントとサーバー間の通信に使用するソケット数を入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set websense-redirect profile websenseprofile1 sockets 1

7. タイムアウト値を秒単位で入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set .websense-redirect profile websenseprofile1 timeout 10

結果 設定モードで、show security utm feature-profile コマンドを入力して、設定を確認します。

意図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost#show security utm feature-profile

web-filtering {

url-whitelist custwhitelist;

url-blacklist custblacklist;

type websense-redirect {

profile websenseprofile1 {

server {

host Websenseserver;

port 8080;

}

fallback-settings {

server-connectivity block;

timeout block;

too-many-requests block;

}

timeout 10;

sockets 1;

}

}

}

content-filtering {
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profile contentfilter1;

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーの設定

CLI 簡単構成 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピー

して CLI に貼り付けます。

[edit security utm]

set utm-policy utmp6 web-filtering http-profile websenseprofile1

ステップごとの手順 UTM ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

1. プロファイルを参照する UTM ポリシーを作成します。

[edit security utm]

user@host# set utm-policy utmp6 web-filtering http-profile websenseprofile1

結果 設定モードで、show security utm コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定が表

示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

簡単にするために、この show コマンドの出力には、この例に関係する設定のみ含めています。

システムの他の設定は、省略（...）に置き換えています。

[edit]

userhost#show security utm

utm-policy utmp6 {

web-filtering {

http-profile websenseprofile1;

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する

CLI 簡単構成 転送型 Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーにすばやく添付するに

は、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6 match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6 match application junos-http

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6 then permit

application-services utm-policy utmp6

ステップごとの手順 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付するには、次の操作を行います。

1. セキュリティ ポリシーを作成し、設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any
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user@host#set match application junos-http

2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p6]

user@host# set then permit application-services utm-policy utmp6

結果 設定モードで、show security policies コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設

定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost#show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy p6 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-http;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy utmp6;

}

}

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• 転送型 Web フィルタリング カスタム オブジェクトの設定の確認 901ページ

• 転送型 Web フィルタリング 機能プロファイルの設定の確認 901ページ

• 転送型 Web フィルタリング UTM ポリシーの設定の確認 902ページ

• 転送型 Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認す

る 902ページ

転送型 Web フィルタリング カスタム オブジェクトの設定の確認

目的 転送型 Web フィルタリング カスタム オブジェクトの設定を確認すること

アクション 設定モードで設定の一番上に、show security utm custom-objects コマンドを入力します。

転送型 Web フィルタリング 機能プロファイルの設定の確認

目的 転送型 Web フィルタリング 機能プロファイルの設定を確認すること

アクション 設定モードで設定の一番上に、show security utm feature-profile コマンドを入力します。
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転送型 Web フィルタリング UTM ポリシーの設定の確認

目的 転送型 Web フィルタリング UTM ポリシーの設定を確認すること。

アクション 設定モードで設定の一番上に、show security utm コマンドを入力します。

転送型 Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認する

目的 転送型 Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認する

こと

アクション 設定モードで設定の一番上に、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

ローカル Web フィルタリング

• ローカル Web フィルタリングについて 902ページ

• 例 : ローカル Web フィルタリングの設定 904ページ

ローカル Web フィルタリングについて

ローカル Web フィルタリングでは、ファイアウォールは TCP 接続のすべての HTTP 要求をイ

ンターセプトし、URL を抽出します。意思決定は、デバイスが URL をルックアップして、ユー

ザー定義カテゴリに基づき、それがホワイトリストにあるかブラックリストにあるかを判断し

て行います。URL が URL ブラックリストにある場合、要求はブロックされます。URL ホワイト

リストにある場合、要求は許可されます。URL がいずれのリストにもない場合は、定義された

デフォルトのアクションが生じます（block、log-and-permit、または permit）。Web フィル

タリング プロファイルをファイアウォール ポリシーにバインドすることにより、要求したサ

イトへのアクセスを許可またはブロックできるようにします。ローカル Web フィルタリングで

は、追加ライセンスや外部カテゴリ サーバーがなくても、基本的な Web フィルタリングを提

供します。

このトピックには、以下のセクションがあります。

• ユーザー定義 URL カテゴリ 902ページ

• ローカル Web フィルタリング プロセス 903ページ

• ローカル Web フィルタリング プロファイル 903ページ

• プロファイル マッチングの優先順位 904ページ

ユーザー定義 URL カテゴリ

独自の URL カテゴリを定義する場合は、URL をグループ化し、ニーズ固有のカテゴリを作成で

きます。各カテゴリには、最大 20 の URL を登録できます。カテゴリを作成する際、サイトの

URL または IP アドレスを追加できます。URL をユーザー定義のカテゴリに追加する場合、デ

バイスは DNS ルックアップを実行して、ホスト名を IP アドレスに解決し、この情報をキャッ

シュします。ユーザーが IP アドレスを使ってサイトにアクセスしようとしても、デバイスは

IP アドレスのキャッシュ リストを参照して、ホスト名を解決しようとします。多くのサイト
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では、動的 IP アドレスを割り当てているため、IP アドレスが定期的に変わります。そのた

め、デバイスのキャッシュ リストに保存されていない IP アドレスを指定して、ユーザーがそ

のサイトにアクセスを試みることがあります。したがって、カテゴリに追加するサイトの IP

アドレスが分かっている場合は、サイトの URL と IP アドレスの両方を入力します。

URL パターン リストとカスタム URL カテゴリ リストのカスタム オブジェクトを使用して独

自のカテゴリを定義します。定義したら、そのカテゴリをグローバル ユーザー定義の URL ブ

ラックリスト（ブロック）カテゴリまたは URL ホワイトリスト（許可）カテゴリに割り当てま

す。

注: Web フィルタリングは、 HTTP 1.0 および HTTP 1.1 で定義されているすべて

の方法で実行されます。

ローカル Web フィルタリング プロセス

Web トラフィックが、Web フィルタリング モジュールによってどのようにインターセプトさ

れ、処理されるかを以下に概説します。

1. デバイスが、TCP 接続をインターセプトします。

2. デバイスは、TCP 接続の各 HTTP 要求をインターセプトします。

3. デバイスは、HTTP 要求の各 URL を抽出し、その URL をユーザ定義のホワイトリストおよ

びブラックリストに照らしてチェックします。

4. URL がブラックリストに検出されると、要求は許可されず、拒否ページが HTTP クライアン

トに送信されます。URL がホワイトリストに検出されると、要求は許可されます。

5. URL がホワイトリストにもブラックリストにもない場合は、設定したデフォルトのフォール

バック アクションが適用されます。フォールバック アクションが定義されていない場合、

要求は許可されます。

ローカル Web フィルタリング プロファイル

定義したカスタム カテゴリに応じて、URL を許可またはブロックする Web フィルタリング プ

ロファイルを設定します。Web フィルタリング プロファイルは、次のアクションの 1 つを割

り当てた URL カテゴリのグループからなります。

• Blacklist（ブラックリスト）—デバイスは、このリストにある Web サイトへのアクセスを常

にブロックします。ローカル Web フィルタリングでは、ユーザー定義カテゴリのみが使用さ

れます。

• Whitelist（ホワイトリスト）—デバイスはいつも、このカテゴリにある Web サイトへのアク

セスを常に許可します。ローカル Web フィルタリングでは、ユーザー定義カテゴリのみが使

用されます。

Web フィルタリング プロファイルには、1 つのブラックリストまたは 1 つのホワイトリスト

があります。各リストには、許可またはブロック アクションが設定された複数のユーザー定義

カテゴリがあります。受信 URL がプロファイルで定義したどのカテゴリにも属さない場合に取

るべき、デフォルトのフォールバック アクションを定義できます。デフォルト カテゴリのア

クションがブロックの場合、受信 URL がプロファイルに明確に定義されているどのカテゴリと

も一致しないと、この URL はブロックされます。デフォルト カテゴリのアクションが指定さ
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れていない場合、どのカテゴリとも一致しない受信 URL にはデフォルトの許可アクションが適

用されます。

プロファイル マッチングの優先順位

プロファイルが URL マッチングに複数のカテゴリを使用する場合、次の順序でカテゴリの照合

が行われます。

1. グローバル ブラックリストがある場合、これが最初にチェックされます。一致があると、

URL はブロックされます。一致が検出されない場合、

2. 次にグローバル ホワイトリストがチェックされます。一致があると、URL は許可されます。

一致が検出されない場合、

3. 次にユーザー定義カテゴリがチェックされます。一致があると、URL は指定に応じてブロッ

クされるか、許可されます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : ローカル Web フィルタリングの設定

この例では、ローカル Web フィルタリングを設定する方法を示します。

• 要件 904ページ

• 概要 904ページ

• 設定 905ページ

• 確認 909ページ

要件

開始前に、Web フィルタリングについてよく知っておいてください。「883ページの「Web フィ

ルタリング概要」」を参照してください。

概要

この例では、ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクト、ローカル Web フィルタ

リングの機能プロファイル、およびローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーを設定しま

す。また、ローカル Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付しま

す。

最初の設定例では、「http://www.juniper.net 1.2.3.4」のパターンを含む、「urllist5」お

よび「http://www.acmegizmo.com 1.2.3.4」のパターむを含む「urllist6」と呼ぶカスタム オ

ブジェクトを作成します。そして、urllist5 および urllist6 カスタム オブジェクトをカス

タム URL カテゴリ custurl5 および custurl6 に追加します。

2 番目の設定例では、Web フィルタリングの機能プロファイルを設定します。custurl5 に URL

ブラックリストのフィルタリング カテゴリを設定し、custurl6 に URL ホワイトリストのフィ

ルタリング カテゴリを設定します。Web フィルタリング エンジン タイプ を「juniper-local」

に設定します。
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そして、「localprofile1」と呼ぶ Juniper ローカル プロファイルを作成します。エラーと

なった要求に対する、このプロファイルのデフォルト アクション（permit、log and permit、

block）を選択します。この例では、デフォルトのアクションを「Permit」に設定します。

そして、HTTP 要求がブロックされた場合に送信するカスタム メッセージを入力します。この

例では、「***Access to this site is not permitted***」というメッセージを送信するよう

にデバイスを設定します。設定した各カテゴリでエラーが生じた場合に取るべき、このプロファ

イルのフォールバック設定（block または log and permit）を選択します。この例では、フォー

ルバック設定を「Block」に設定します。

3 番目の設定例では、UTM ポリシー utmp5 を作成し、それをプロファイル localprofile1 に

添付します。

最後の設定例では、UTM ポリシー utmp5 をセキュリティ ポリシー p5 に添付します。

設定

• ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定 905ページ

• ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルの設定 906ページ

• ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーの設定 907ページ

• ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する 908ページ

ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクトの設定

CLI 簡単構成 ローカル Web フィルタリングのカスタム オブジェクトをすばやく設定するには、以下のコマ

ンドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm custom-objects url-pattern urllist5 value http://www.juniper.net

set security utm custom-objects url-pattern urllist5 value 1.2.3.4

set security utm custom-objects url-pattern urllist6 value http://www.acmegizmo.com

set security utm custom-objects url-pattern urllist6 value 1.2.3.4

set security utm custom-objects custom-url-category custurl5 value urllist5

set security utm custom-objects custom-url-category custurl6 value urllist6

ステップごとの手順 CLI を使用して、ローカル Web フィルタリングを設定するには、次の操作を行います。

1. カスタム オブジェクトと URL パターン リストを作成します。

[edit]

user@host# set security utm custom-objects url-pattern urllist5 value

[http://www.juniper.net 1.2.3.4]

user@host# set security utm custom-objects url-pattern urllist6 value

[http://www.acmegizmo.com 1.2.3.4]

2. URL パターン リストを使用して、カスタム URL カテゴリ リストのカスタム オブジェク

トを設定します。

[edit]

user@host# set security utm custom-objects custom-url-category custurl5 value urllist5

user@host# set security utm custom-objects custom-url-category custurl6 value urllist6
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結果 設定モードで、show security utm custom-objects コマンドを入力して、設定を確認します。意

図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost#show security utm custom-objects

url-pattern {

urllist5 {

value [ http://www.juniper.net 1.2.3.4 ];

}

urllist6 {

value [ http://www.acmegizmo.com 1.2.3.4 ];

}

}

custom-url-category {

custurl5 {

value urllist5;

}

custurl6 {

value urllist6;

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルの設定

CLI 簡単構成 ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルをすばやく設定するには、以下のコマンドを

コピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security utm feature-profile web-filtering url-whitelist custurl4

set security utm feature-profile web-filtering url-blacklist custurl4

set security utm feature-profile web-filtering type juniper-local

set security utm feature-profile web-filtering juniper-local profile localprofile1 default

permit

set security utm feature-profile web-filtering juniper-local profile localprofile1

custom-block-message "Access to this site is not permitted."

set security utm feature-profile web-filtering juniper-local profile localprofile1

fallback-settings default block

set security utm feature-profile web-filtering juniper-local profile localprofile1

fallback-settings too-many-requests block

set security utm feature-profile content-filtering profile contentfilter1

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

ローカル Web フィルタリングの機能プロファイルを設定するには、次の操作を行います。

1. Web フィルタリングの機能プロファイルを設定します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set url-blacklist custurl3

user@host# set url-blacklist custurl4

2. Web フィルタリング エンジンを選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]
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user@host# set type juniper-local

3. エラーとなった要求に対する、このプロファイルのデフォルト アクション（permit、log

and permit、block）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper–local profile localprofile1 default permit

4. HTTP 要求がブロックされた場合に送信するカスタム メッセージを入力します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper-local profile localprofile1 custom-block-message “Access to

this site is not permitted”

5. このプロファイルのフォールバック設定（block または log and permit）を選択します。

[edit security utm feature-profile web-filtering]

user@host# set juniper–local profile localprofile1 fallback-settings default block

set security utm feature-profile web-filtering juniper–local profile localprofile1

fallback-settings too-many-requests block

結果 設定モードで、show security utm feature-profile コマンドを入力して、設定を確認します。

意図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost#show security utm feature-profile

web-filtering {

url-whitelist custurl4;

url-blacklist custurl4;

type juniper-local;

juniper-local {

profile localprofile1 {

default permit;

custom-block-message "Access to this site is not permitted.";

fallback-settings {

default block;

too-many-requests block;

}

}

}

}

content-filtering {

profile contentfilter1;

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーの設定

CLI 簡単構成 ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーをすばやく設定するには、以下のコマンドをコ

ピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

et security utm utm-policy utmp5 web-filtering http-profile localprofile1
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ステップごとの手順 UTM ポリシーを設定するには、次の操作を行います。

1. プロファイルを参照する UTM ポリシーを作成します。

[edit]

user@host# set security utm utm-policy utmp5 web-filtering http-profile localprofile1

結果 設定モードで、show security utm コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定が表

示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

簡単にするために、この show コマンドの出力には、この例に関係する設定のみ含めています。

システムの他の設定は、省略（...）に置き換えています。

[edit]

userhost#show security utm

utm-policy utmp5 {

web-filtering {

http-profile localprofile1;

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付する

CLI 簡単構成 ローカル Web フィルタリングの UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーにすばやく添付するに

は、以下のコマンドをコピーして CLI に貼り付けます。

[edit]

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 match application junos-http

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5 then permit

application-services utm-policy utmp5

ステップごとの手順 UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付するには、次の操作を行います。

1. セキュリティ ポリシーを作成し、設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5]

user@host# set match source-address any

user@host# set match destination-address any

user@host#set match application junos-http

2. UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーに添付します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust policy p5]

user@host# set then permit application-services utm-policy utmp5

結果 設定モードで、show security policies コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設

定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

userhost#show security policies

from-zone trust to-zone untrust {
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policy p5 {

match {

source-address any;

destination-address any;

application junos-http;

}

then {

permit {

application-services {

utm-policy utmp5;

}

}

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• ローカル Web フィルタリング カスタム オブジェクトの設定の確認 909ページ

• ローカル Web フィルタリング 機能プロファイルの設定の確認 909ページ

• ローカル Web フィルタリング UTM ポリシーの設定の確認 909ページ

• ローカル Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認

する 909ページ

ローカル Web フィルタリング カスタム オブジェクトの設定の確認

目的 ローカル Web フィルタリング カスタム オブジェクトの設定を確認すること

アクション 動作モードで、show security utm custom-objects コマンドを入力します。

ローカル Web フィルタリング 機能プロファイルの設定の確認

目的 ローカル Web フィルタリング 機能プロファイルの設定を確認すること

アクション 動作モードで、show security utm feature-profile コマンドを入力します。

ローカル Web フィルタリング UTM ポリシーの設定の確認

目的 ローカル Web フィルタリング UTM ポリシーの設定を確認すること。

アクション 動作モードで、show security utm コマンドを入力します。

ローカル Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認す
る

目的 ローカル Web フィルタリング UTM ポリシーをセキュリティ ポリシーへ添付したことを確認す

ること
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アクション 動作モードで、show security policies コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

Web フィルタリング設定の監視

目的 Web フィルタリング統計情報を表示すること。

アクション CLI を使用して Web フィルタリング統計情報を表示するには、次のコマンドを入力します。

user@host > show security utm web-filtering status

user@host > show security utm web-filtering statistics

J-Web を使用して、Web フィルタリング統計情報を表示するには、次の操作を行います。

1. [Monitor（監視）] > [Security（セキュリティ）] > [UTM] > [Web Filtering（Web フィ

ルタリング）] を選択します。

右ペインで以下の情報を見ることできます。

Total Requests: #

White List Hit: #

Black List Hit: #

Queries to Server: #

Server Reply Permit: #

Server Reply Block: #

Custom Category Permit: #

Custom Category Block: #

Cache Hit Permit: #

Cache Hit Block: #

Web Filtering Session Total: #

Web Ffiltering Session Inuse: #

Fall Back:Log-and-Permit Block

Default # #

Timeout # #

Server-Connectivity # #

Too-Many-Requests # #

2. [Clear Web Filtering Statistics（Web フィルタリング統計情報のクリア）] ボタンをク

リックして、現在表示可能なすべての統計情報をクリアして、新しい統計情報の収集を開始

できます。

関連項目 • SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン
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第9部

攻撃検出と防止

• 攻撃検出と防止 913ページ

• 偵察阻止 915ページ

• 不審なパケット属性 947ページ

• サービス拒否攻撃 959ページ
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第35章

攻撃検出と防止

• 攻撃検出と防止概要 913ページ

攻撃検出と防止概要

Juniper Networks 侵入検出と防止（IDP）機能は、「状態ファイアウォール」とも呼ばれ、ネッ

トワーク トラフィック上の攻撃を検出し防止します。

不正利用は情報収集を目的とした探査の場合と、ネットワークやネットワーク リソースを侵害

する、使用不能にする、または損傷するための攻撃の場合があります。不正利用の 2 つの目的

の区別がはっきりしない場合もあります。たとえば、TCP SYN セグメントによる集中攻撃は、

アクティブなホストから応答を引き出すことを意図した IP アドレス スイープの場合と、ネッ

トワークを過負荷状態にし正常に機能しないようにすることを意図とした SYN フラッド攻撃の

場合があります。さらに、攻撃者は通常、攻撃を行う前にターゲットに対する偵察を実行する

ため、情報収集の活動は直後の攻撃の前兆—攻撃のフェーズ 1 と考えることができます。この

ように、不正利用という語は偵察アクティビティと攻撃アクティビティの両方を含み、その 2

つの区別はいつも明確とは限りません。

Juniper Networks では不正利用が実行される全段階で不正利用と闘うために、さまざまな検出

方法や防御機構をゾーン レベルおよびポリシー レベルで提供しています。

• ゾーン レベルのスクリーン オプション

• ゾーン間、ゾーン内、およびスーパーゾーンの各ポリシー レベルのファイアウォール ポリ

シー (ここではスーパーゾーンは、グローバル ポリシーを意味し、セキュリティ ゾーンに

ついては言及していません)。

すべての接続の試みをセキュアにするために、Junos OS は状態監視と呼ばれる動的パケット

フィルタリング方法を使用します。. この方法の使用により、IP パケット ヘッダーと TCP セ

グメント ヘッダーでさまざまなコンポーネント—ソースと宛先の IP アドレス、ソースと宛先

のポート番号、およびパケット シーケンス番号—が確認され、ファイアウォールを通過する各

TCP セッションと擬似 UDP セッションの状態が維持されます。(また、動的ポートの変更ある

いはセッションの終了など、要素の変更に応じてセッションの状態が変更されます)。応答 TCP

パケットが到達すると、ヘッダーに含まれる情報が監視テーブルに保存されている関連セッショ

ンの状態と比較されます。合致した場合、応答パケットはファイアウォールの通過を許可され

ます。この 2 つが合致しない場合、パケットはドロップされます。

Junos OS のスクリーン オプションを使用して、ゾーンにバインドされたインターフェースを

通過する必要がある接続の試みをすべて検査し、許可または拒否することによってゾーンを保
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護します。その後、スクリーン フィルタを通過するトラフィックに対し、コンテンツ フィル

タリング、および IDP コンポーネントが含まれるファイアウォール ポリシーが適用されます。

関連項目 • SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン
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第36章

偵察阻止

• 偵察阻止概要 915ページ

• IP アドレス スイープ 915ページ

• ポート スキャン 918ページ

• IP オプションを使用したネットワーク偵察 921ページ

• オペレーティング システム探査 926ページ

• 攻撃者の回避テクニック 934ページ

偵察阻止概要

攻撃者は、 ターゲットとするネットワークのレイアウト (どの IP アドレスがアクティブ ホ

ストを持つか)、可能なエントリ ポイント (どのポート番号がアクティブ ホスト上でアクティ

ブか)、そして被害を受けるシステムの構成 (アクティブ ホストがどのオペレーティング シス

テムを実行しているか) を最初に把握できれば、より巧妙に攻撃を計画することができます。

この情報を得るには、攻撃者は偵察を行う必要があります。

Juniper Networks は、攻撃者の偵察行為を阻止し、保護されたネットワークとネットワーク

リソースに関する重要な情報を攻撃者に取得されるのを防ぐための、スクリーン オプションを

提供します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

IP アドレス スイープ

• IP アドレス スイープについて 915ページ

• 例 : IP アドレス スイープのブロック 916ページ

IP アドレス スイープについて

アドレス スイープは、1 つのソース IP アドレスが定義された数の ICMP パケットを異なるホ

ストに、定義された間隔内（デフォルトでは 5000 マイクロ秒）に送信したときに発生します。

この攻撃の目的は、少なくとも 1 つのホストが応答すればターゲットとするアドレスが発見で

きると期待して、さまざまなホストに ICMP パケット（通常、エコー要求）を送信することで

す。
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Junos OS は、1 つのリモート ソースからさまざまなアドレスへ送信される ICMP パケットの

数を内部で記録します。デフォルト設定を使用すると、リモートホストが ICMP トラフィック

を 10 個のアドレスに 0.005 秒 (5000 マイクロ秒) 以内に送信した場合、デバイスはこれが

アドレス スイープ攻撃であるとしてフラグを立て、指定したしきい値の残り期間、そのホスト

からそれ以降に送られる ICMP パケットをすべて拒否します。916ページの図60 を参照してくだ

さい。

図 60: アドレス スイープ

セキュリティ ゾーンに対してこのスクリーン オプションを有効にするのは、そのゾーンから

の ICMP トラフィックを許可するポリシーが存在する場合にのみ、検討してください。そうで

ない場合は、有効にする必要はありません。そのようなポリシーがない場合は、そのゾーンか

らのすべての ICMP トラフィックは拒否されるので、攻撃者はいずれにせよ IP アドレス ス

イープを行うことはできません。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : IP アドレス スイープのブロック

この例では、セキュリティ ゾーンからの IP アドレス スイープをブロックするようにスクリー

ンを設定する方法を説明します。

• 要件 917ページ

• 概要 917ページ

• 設定 917ページ

• 確認 917ページ
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要件

始める前に

1. IP アドレス スイープの仕組みを理解します。「915ページの「IP アドレス スイープについ

て」」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを設定します。「111ページの「セキュリティゾーンおよびインター

フェース概要」」を参照してください。

概要

セキュリティ ゾーンからの ICMP トラフィックを許可するポリシーを設定している場合は、セ

キュリティ ゾーンに対するスクリーンを有効にする必要があります。そのようなポリシーを設

定していない場合は、そのゾーンからの ICMP トラフィックはすべて拒否されるので、攻撃者

はいずれにせよ IP アドレス スイープを実行することはできません。

この例では、「5000-ip-sweep」スクリーンを設定して、zone-1 セキュリティ ゾーンからの IP

アドレス スイープをブロックします。

設定

ステップごとの手順 IP アドレス スイープをブロックするように、スクリーンを設定するには、次の操作を行いま

す。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 5000-ip-sweep icmp ip-sweep threshold 5000

2. セキュリティ ゾーンでスクリーンを有効にします。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen 5000-ip-sweep

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーンが有効になっていることを確認すること。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: 5000-ip-sweep

Interfaces bound: 1
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Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーン設定の確認

目的 セキュリティ スクリーンについての設定情報を表示すること。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option 5000-id-sweep

Screen object status:

Name Value

ICMP address sweep threshold 5000

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

ポート スキャン

• ポート スキャンについて 918ページ

• 例 : ポート スキャンのブロック 919ページ

ポート スキャンについて

ポート スキャンは、1 つのソース IP アドレスが TCP SYN セグメントを含む IP パケットを

同一宛先 IP アドレスの定義した数の異なるポートに、定義された間隔 (デフォルトは 5000

マイクロ秒) 内に送信した際に発生します。この攻撃の目的は、少なくとも 1 つのポートが応

答すればターゲットとするサービスを特定できると期待して、利用可能なサービスをスキャン

することです。

Junos OS は、1 つのリモート ソースからスキャンされる異なるポートの数を内部で記録しま

す。デフォルトの設定を使用すると、リモート ホストが 10 個のポートを 0.005 秒間 (5000

マイクロ秒) にスキャンした場合、デバイスはこれがポート スキャン攻撃であるとしてフラグ

を立て、指定したタイムアウトの残り期間、そのリモート ソースからそれ以降に送られるすべ

てのパケットを拒否します。919ページの図61 を参照してください。
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図 61: ポート スキャン

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : ポート スキャンのブロック

この例では、特定のセキュリティ ゾーンからのポート スキャンをブロックするようにスクリー

ンを設定する方法について示します。

• 要件 919ページ

• 概要 919ページ

• 設定 920ページ

• 確認 920ページ

要件

開始前に、ポート スキャンの仕組みについて理解します。「918ページの「ポート スキャンに

ついて」」を参照してください。

概要

ポート スキャンを使用して、定義した間隔内に同じソース アドレスから異なるポートへ送信

される TCP SYN セグメントを含む IP パケットをブロックできます。この攻撃の目的は、少な

くとも 1 つのポートが応答すると期待して、利用可能なサービスをスキャンすることです。

ポートが応答すると、ターゲットのサービスとして識別されます。
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この例では、「5000-port-scan」スクリーンを設定して、特定のセキュリティ ゾーンからの

ポート スキャンをブロックし、スクリーンを「zone-1」と呼ばれるゾーンに割り当てます。

設定

ステップごとの手順 ポート スキャンをブロックするようにスクリーンを設定するには、次の操作を行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 5000-port-scan tcp port-scan threshold

5000

2. セキュリティ ゾーンでスクリーンを有効にします。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen 5000-port-scan

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーンが有効になっていることを確認すること。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: 5000-port-scan

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーン設定の確認

目的 セキュリティ スクリーンについての設定情報を表示すること。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option 5000-port-scan

Screen object status:

Name Value

TCP port scan threshold 5000

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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IP オプションを使用したネットワーク偵察

• IP オプションを使用したネットワーク偵察について 921ページ

• 例 : 偵察に IP スクリーン オプションを使用するパケットの検出 924ページ

IP オプションを使用したネットワーク偵察について

IP 規格 RFC 791、「インターネット プロトコル」では、特定のルーティング制御、診断ツー

ル、およびセキュリティを提供するオプション セットが明記されています。

RFC 791 では、これらのオプションは“unnecessary for the most common communications”

(大部分の一般的な通信では不要) であるとしています。実際に、これらが IP パケット ヘッ

ダーに現れることはほとんどありません。これらのオプションは、921ページの図62 に表示され

るように、IP パケット ヘッダーの宛先アドレスの後にあります。それらが現れた場合は、何

らかの違法の用途に使用されていることが多くあります。

図 62: ルーティング オプション

このトピックには、以下のセクションがあります。

• IP パケット ヘッダー オプションの使用 921ページ

• 偵察に使用される IP オプションを検出するためのスクリーン オプション 923ページ

IP パケット ヘッダー オプションの使用

921ページの表89 に、IP オプションとそれらに付随する属性をリストします。

表89: IP オプションと属性

不正用途使用目的長さ番号クラス選択

なし1 つまたは複数の IP オプションの終

わりを示します。

000*End of

Options

（オプショ

ンの終了）
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表89: IP オプションと属性 （続き）

不正用途使用目的長さ番号クラス選択

なしヘッダーに IP オプションがないこと

を示します。

010No Options

（オプショ

ンなし）

不明。ただし、旧式のものであるため、

IP ヘッダーに存在する場合は疑わしい

と言えます。

ホストから、セキュリティ、TCC (閉域

ユーザー グループ) パラメータ、およ

び DoD (米国防総省) 要件に適合する

Handling Restriction Codes を送信す

る方法が得られます。(このオプション

は、 RFC791「インターネット プロト

コル」と RFC 1038「改訂版 IP セキュ

リティ オプション」で指定されてお

り、旧式のものです)。

現在、このスクリーン オプションは、

IPv4 にのみ適用されます。

11 ビット20Security

（セキュリ

ティ）

回避。攻撃者が特定のルートを使用し

て、パケットの実際のソースを隠蔽し

たり、保護されたネットワークへ侵入

するおそれがあります。

パケットがソースから宛先へ移動する

際に利用する部分的なルートリストを

指定します。パケットは指定されたア

ドレスの順に進む必要がありますが、

指定されたデバイス間にある他のデバ

イスを通過することは許可されます。

変動30Loose

Source

Route

（ルーズ

ソース

ルート）

偵察。宛先ホストが感染し攻撃者に制

御されているシステムであれば、パケッ

トが通過したネットワークのトポロジ

およびアドレス割り当てスキームに関

する情報が攻撃者に取得されるおそれ

があります。

IP パケットが移動するパスに沿って存

在するネットワーク デバイスの IP ア

ドレスを記録します。そして、宛先の

システムは、ルート情報を抽出し処理

することができます。(オプションおよ

び保存スペースは、どちらもサイズが

40 バイトに制限されているため、記録

できる IP アドレスは 9 つまでです)。

現在、このスクリーン オプションは、

IPv4 にのみ適用されます。

変動70Record

Route（レ

コード

ルート）

不明。ただし、旧式のものであるため、

IP ヘッダーに存在する場合は疑わしい

と言えます。

(旧式) ストリーム概念をサポートしな

いネットワークを介して、16 ビット

SATNET ストリーム識別子を伝送する方

法が得られます。

現在、このスクリーン オプションは、

IPv4 にのみ適用されます。

4 ビット80Stream ID

（ストリー

ム ID）

回避。攻撃者が特定のルートを使用し

て、パケットの実際のソースを隠蔽し

たり、保護されたネットワークへ侵入

したりするおそれがあります。

パケットがソースから宛先へ移動する

際に利用す完全なルートリストを指定

します。宛先フィールドのアドレスは、

リストの最後のアドレスに差し替えら

れます。

現在、このスクリーン オプションは、

IPv4 にのみ適用されます。

変動90Strict

Source

Route（ス

トリクト

ソース

ルート）
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表89: IP オプションと属性 （続き）

不正用途使用目的長さ番号クラス選択

偵察。宛先ホストが感染し攻撃者に制

御されているシステムであれば、パケッ

トが通過したネットワークのトポロジ

およびアドレス割り当てスキームに関

する情報が攻撃者に取得されるおそれ

があります。

パケットがソース ポイントから宛先ポ

イントへ移動する間に、各ネットワー

ク デバイスがパケットを受信した時刻

(協定世界時 [UTC]***）を記録します。

ネットワーク デバイスは、IP アドレ

スによって識別されます。

このオプションによって、パケットの

パスに沿ったデバイスの IP アドレス

と各デバイス間の転送時間のリストを

作成します。

現在、このスクリーン オプションは、

IPv4 にのみ適用されます。

42**Timestamp

（タイムス

タンプ）

*「0」で識別されるオプションのクラスは、特別なパケットまたはネットワーク制御を可能にするためのものです。

** 「2」で識別されるオプションのクラスは、診断、デバッグ、および測定のためのものです。

*** タイムスタンプは、UTC の深夜零時からのミリ秒数を使用します。UTC は、国際時刻標準の基礎であるグリニッジ標準時 (GMT) と

しても知られています。

偵察に使用される IP オプションを検出するためのスクリーン オプション

次のスクリーン オプションは、攻撃者が偵察のために、または不明の疑わしい目的で使用する

おそれのある IP オプションを検出します。

• Record Route（レコード ルート）—Junos OS は、IP オプションが 7 (record route) であ

るパケットを検出し、イベントを入力インターフェースのスクリーン カウンタ リストに記

録します。現在、このスクリーン オプションは、IPv4 にのみ適用されます。

• Timestamp（タイムスタンプ）—Junos OS は、IP オプションが 4 (Internet Timestamp) で

あるパケットを検出し、イベントを入力インターフェースのスクリーン カウンタ リストに

記録します。現在、このスクリーン オプションは、IPv4 にのみ適用されます。

• Security（セキュリティ）—Junos OS は、IP オプションが 2 (Security) であるパケットを

検出し、イベントを入力インターフェースのスクリーン カウンタ リストに記録します。現

在、このスクリーン オプションは、IPv4 にのみ適用されます。

• Stream ID(ストリーム ID)—Junos OS は、IP オプションが 8 (stream ID) であるパケット

を検出し、イベントを入力インターフェースのスクリーン カウンタ リストに記録します。

現在、このスクリーン オプションは、IPv4 にのみ適用されます。

以前の IP オプションのあるパケットを受信すると、Junos OS はこれをネットワーク偵察攻撃

としてフラグを立て、イベントを入力インターフェースに記録します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : 偵察に IP スクリーン オプションを使用するパケットの検出

この例では、偵察に IP スクリーン オプションを使用するパケットを検出する方法を示しま

す。

• 要件 924ページ

• 概要 924ページ

• 設定 924ページ

• 確認 925ページ

要件

開始前に、ネットワーク偵察の仕組みについて理解します。「921ページの「IP オプションを使

用したネットワーク偵察について」」を参照してください。

概要

RFC 791、「インターネット プロトコル」では、特定のルーティング制御、診断ツール、およ

びセキュリティを提供するオプション セットが明記されています。スクリーン オプションは、

レコード ルート、タイムスタンプ、セキュリティ、およびストリーム ID など、攻撃者が偵察

に使用できる IP オプションを検出します。

この例では、IP スクリーン「screen-1」を設定し、それを「zone-1」と呼ぶセキュリティ ゾー

ンで有効にします。

注: 1 つのセキュリティ ゾーンで有効にできるスクリーンは 1 つのみです。

設定

CLI 簡単構成 レコード ルート、タイムスタンプ、セキュリティ、およびストリーム ID の IP スクリーン

オプションのあるパケットをすばやく検出するには、次のコマンドをコピーして、CLI に貼り

付けます。

[edit]

set security screen ids-option screen-1 ip record-route-option

set security screen ids-option screen-1 ip timestamp-option

set security screen ids-option screen-1 ip security-option

set security screen ids-option screen-1 ip stream-option

set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。この方法についての

説明は、「設定モードでの CLI エディタの使用」を参照してください。

偵察に IP スクリーン オプションを使用するパケットを検出するには、次の操作を行います。

1. IP スクリーン オプションを設定します。

注: 現在、これらのスクリーン オプションがサポートしているのは、 IPv4

のみです。
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[edit security screen]

user@host# set ids-option screen-1 ip-record-route-option

user@host# set ids-option screen-1 ip timestamp-option

user@host# set ids-option screen-1 ip security-option

user@host# set ids-option screen-1 ip stream-option

2. セキュリティ ゾーンでスクリーンを有効にします。

[edit security zones ]

user@host# set security-zone zone-1 screen screen-1

結果 設定モードで、show security screen コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定

が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

[edit]

[user@host]show security screen

ids-option screen-1 {

ip {

record-route-option;

timestamp-option;

security-option;

stream-option;

}

}

[edit]

[user@host]show security zones

zones {

security-zone zone-1 {

screen screen-1;

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認 925ページ

• セキュリティ スクリーン設定の確認 926ページ

セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーンが有効になっていることを確認すること。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0
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セキュリティ スクリーン設定の確認

目的 セキュリティ スクリーンについての設定情報を表示すること。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

IP record route option enabled

IP timestamp option enabled

IP security option enabled

IP stream option enabled

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

オペレーティング システム探査

• オペレーティング システム探査について 926ページ

• SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダー 926ページ

• FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダー 929ページ

• フラグが設定されていない TCP ヘッダー 931ページ

オペレーティング システム探査について

不正利用を開始する前に、攻撃者はターゲット ホストを探査して、そのオペレーティング シ

ステム (OS) を確認しようとすることがあります。OS を確認することによって、攻撃者はどの

ような攻撃を行うか、そしてどの脆弱性を不正利用するかを決定できます。Junos OS は、OS

のタイプに関する情報収集によく使用される偵察探査をブロックします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダー

• SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーについて 926ページ

• 例 : SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーのブロック 927ページ

SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーについて

通常、SYN および FIN 制御フラグはともに、 同じ TCP セグメント ヘッダーには設定されま

せん。SYN フラグは、TCP 接続を開始するためにシーケンス番号を同期します。FIN フラグは、

TCP 接続を終了するために、データ伝送の終了を示します。両フラグの目的は、相反するもの

です。TCP ヘッダーに SYN および FIN フラグが設定されるのは、異常な TCP 動作であり、OS

によって異なるさまざまな応答が受信側から発生します。927ページの図63 を参照してくださ

い。
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図 63: SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダー

攻撃者は、両方のフラグが設定されたセグメントを送信し、どのような種類のシステム応答が

返されるかを確認することによって、受信側で動作している OS の種類を特定することがあり

ます。そして攻撃者は、既知のシステムの脆弱性を利用して、さらに攻撃を行います。

このスクリーン オプションを有効にすると、Junos OS は、SYN および FIN フラグが TCP ヘッ

ダーに設定されているかどうかをチェックします。そのようなヘッダーを検出すると、デバイ

スはパケットをドロップします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーのブロック

この例では、SYN および FIN フラグが設定されたパケットをブロックするスクリーンを作成す

る方法を示します。

• 要件 927ページ

• 概要 927ページ

• 設定 928ページ

• 確認 928ページ

要件

開始前に、SYN および FIN フラグのある TCP ヘッダーの仕組みについて理解します。「926ペー

ジの「SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーについて」」を参照してください。

概要

SYN および FIN フラグが設定された TCP ヘッダーを送信すると、ターゲット デバイスは実行

している OS によって、異なる応答を返します。セキュリティ ゾーンで「syn-fin」スクリー

ンが有効になっています。

この例では、セキュリティ ゾーンに「screen-1」と呼ぶスクリーンを作成し、SYN および FIN

フラグが設定されているパケットをブロックします。
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設定

ステップごとの手順 SYN および FIN フラグが両方とも設定されているパケットをブロックするには、次の操作を行

います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-1 tcp syn-fin

2. セキュリティ ゾーンでスクリーンを有効にします。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーンが有効になっていることを確認すること。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーン設定の確認

目的 セキュリティ スクリーンについての設定情報を表示すること。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

TCP SYN FIN enabled
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FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダー

• FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて 929ページ

• 例 : FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットのブロック 930ページ

FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて

929ページの図64 に、FIN 制御フラグが設定 (セッションの終わりを合図し接続を終了するた

め) された TCP セグメントを表示します。通常、FIN フラグが設定された TCP セグメントに

は、ACK フラグも同時に設定 (前回のパケット受信を承認するため) されています。TCP ヘッ

ダーに FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないのは、異常な TCP 動作である

ため、これに対する一様な応答はありません 。OS は、RST フラグを設定した TCP セグメント

を送信して応答することがあります。完全に無視するものもあります。被害側の応答によって、

攻撃者はその OS に関する手がかりを得ることができます。（FIN フラグを設定した TCP セグ

メントを送信する他の目的は、アドレスおよびポート スキャンの実行中に検出を逃れること

と、FIN フラッドを代わりに実行することによって SYN フラッドを警戒する防御をくぐり抜け

ることです。）

注: TCP/IP 実装を設計する際、RFC 793、「伝送制御プロトコル」をどのように解

釈するかはベンダーによって異なります。FIN フラグが設定され、ACK フラグが設

定されていない TCP セグメントが到着した場合、RST セグメントを送信する実装も

あれば、RST を送信することなくパケットをドロップする実装もあります。

図 64: FIN フラグが設定されている TCP ヘッダー

このスクリーン オプションを有効にすると、Junos OS は、TCP ヘッダーに FIN フラグが設定

されているのに ACK フラグが設定されていないかどうかをチェックします。そのようなヘッ

ダーを持つパケットを検出すると、デバイスはパケットをドロップします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットのブロック

この例では、SYN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットをブロックする

スクリーンを作成する方法を示します。

• 要件 930ページ

• 概要 930ページ

• 設定 930ページ

• 確認 930ページ

要件

開始前に、TCP ヘッダーの仕組みについて理解します。「929ページの「FIN フラグが設定され、

ACK フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて」」を参照してください。

概要

FIN フラグが設定された TCP セグメントには、ACK フラグも同時に設定 (前回のパケット受信

を承認するため) されています。TCP ヘッダーに FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定さ

れていないのは、異常な TCP 動作であるため、これに対する一様な応答はありません 。

「fin-no-ack」スクリーン オプションを有効にすると、Junos OS は、TCP ヘッダーに FIN フ

ラグが設定されているのに ACK フラグが設定されていないかどうかをチェックします。そのよ

うなヘッダーを持つパケットを検出すると、デバイスはパケットをドロップします。

この例では、SYN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットをブロックする、

「screen-1」と呼ぶスクリーンを作成します。

設定

ステップごとの手順 FIN フラグが設定され、ACK フラグが設定されていないパケットをブロックするには、次の操

作を行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-1 tcp fin-no-ack

2. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーンが有効になっていることを確認すること。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1
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Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーン設定の確認

目的 セキュリティ スクリーンについての設定情報を表示すること。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

TCP FIN no ACK enabled

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

フラグが設定されていない TCP ヘッダー

• フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて 931ページ

• 例 : フラグの設定されていないパケットのブロック 932ページ

フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて

正常な TCP セグメントヘッダーには、少なくとも 1 つのフラグ制御が設定されています 。TCP

セグメントに制御フラグが設定されないのは、異常な動作です。そのような異常に対する応答

はオペレーティング システムによって異なるため、標的のデバイスからの応答 (または応答が

ないこと) は、稼動している OS のタイプに関する手がかりとなるおそれがあります。932ペー

ジの図65 を参照してください。
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図 65: フラグが設定されていない TCP ヘッダー

フラグが設定されていない TCP セグメント ヘッダーを検出できるようにデバイスを設定する

と、デバイスは、フラグ フィールドのない、または不正な形式のフラグ フィールドを持つ TCP

パケットをすべてドロップします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : フラグの設定されていないパケットのブロック

この例では、フラグが設定されていないパケットをブロックするスクリーンを作成する方法を

示します。

• 要件 932ページ

• 概要 932ページ

• 設定 933ページ

• 確認 933ページ

要件

開始前に、フラグが設定されていない TCP ヘッダーの仕組みについて理解します。「931ページ

の「フラグが設定されていない TCP ヘッダーについて」」を参照してください。

概要

正常な TCP セグメント ヘッダーには、少なくとも 1 つのフラグ制御が設定されています 。

TCP セグメントに制御フラグが設定されないのは、異常な動作です。そのような異常に対する

応答はオペレーティング システムによって異なるため、標的のデバイスからの応答 (または応

答がないこと) は、稼動している OS のタイプに関する手がかりとなるおそれがあります。

フラグが設定されていない TCP セグメント ヘッダーを検出できるようにデバイスを設定する

と、デバイスは、フラグ フィールドのない、または不正な形式のフラグ フィールドを持つ TCP

パケットをすべてドロップします。

この例では、「screen-1」と呼ぶスクリーンを作成して、フラグの設定されていないパケット

をブロックします。
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設定

ステップごとの手順 フラグの設定されていないパケットをブロックするには、次の操作を行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-1 tcp tcp-no-flag

2. セキュリティ ゾーンでスクリーンを有効にします。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーンが有効になっていることを確認すること。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーン設定の確認

目的 セキュリティ スクリーンについての設定情報を表示すること。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

TCP no flag enabled
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攻撃者の回避テクニック

• 攻撃者の回避テクニックについて 934ページ

• FIN スキャン 934ページ

• TCP SYN チェック 935ページ

• IP スプーフィング 938ページ

• IP ソース ルート オプション 940ページ

攻撃者の回避テクニックについて

情報収集をする際にも攻撃を開始する際にも、攻撃者は検出を避けることが予期されます。IP

アドレスおよびポート スキャンは露骨で容易に検出可能なものもありますが、したたかな攻撃

者はさまざまな手段を用いて行動を隠します。SYN スキャンの代わりに FIN スキャンを使用す

るなどのテクニックは、—攻撃者がほとんどのファイアウォールや侵入検出プログラムを知って

いることが多く—、検出を逃れ、正常にタスクを遂行するための偵察や不正利用のテクニックが

進化したことを示します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

FIN スキャン

• FIN スキャンについて 934ページ

• FIN スキャンの阻止（CLI 手順） 934ページ

FIN スキャンについて

FIN スキャンは応答 (RST フラグが設定されている TCP セグメント) を呼び出すために FIN

フラグを設定した TCP セグメントを送信し、アクティブなホストまたはホストのアクティブな

ポートを検出します。攻撃者は、ICMP エコー要求を用いたアドレス スイープや SYN セグメン

トを用いたアドレス スキャンを行わず、FIN スキャンを使用することがあります。多くのファ

イアウォールでは、通常前者 2 つの方法に対しては防護していても、FIN セグメントに対して

防護していない場合があるということを知ってるからです。FIN フラグを設定した TCP セグメ

ントを使用すると、攻撃者は検出を回避し、偵察を行うことができる場合があります。

FIN スキャンの阻止（CLI 手順）

FIN スキャンを阻止するには、次のアクションのいずれかまたは両方を行います。

• FIN フラグが設定されているが、ACK フラグは設定されていない TCP セグメント（これは異

常な TCP セグメントです）を特別にブロックするスクリーン オプションを有効にします。

user@host#set security screen fin-no-ack tcp fin-no-ack

user@host#set security zones security-zone name screen fin-no-ack

ここで、「 name」はこのスクリーン オプションを適用するゾーンの名前です。

• 既存のセッションに属さない非 SYN パケットを全て拒否するようにパケット処理動作を変更

します。デフォルトでは、SYN チェック フラグが設定されています。
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注: 既存のセッションに属さないパケットに対しても、SYN フラグが設定されて

いることをチェックするようにパケット フローを変更すると、ヌル スキャン

（TCP フラグが設定されていない場合）など、他のタイプの非 SYN スキャンも阻

止されます。

TCP SYN チェック

• TCP SYN チェックについて 935ページ

• TCP SYN チェックの設定（CLI 手順） 937ページ

• ストリクト SYN チェックの設定（CLI 手順） 937ページ

TCP SYN チェックについて

デフォルトでは、Junos OS はセッションの先頭パケットの SYN フラグをチェックし、セッショ

ンの開始を試みる、非 SYN フラグが設定されている TCP セグメントを拒否します。このパケッ

トのフローは変更しなくてもかまいません。または、Junos OS がセッションを作成する前に

SYN フラグのチェックを実施しないように変更することもできます。935ページの図66 に、SYN

フラグのチェックが有効になっている場合と無効になっている場合のパケット フローの順序を

示します。

図 66: SYN フラグのチェック

SYN フラグのチェックが有効になっている Junos OS が、既存セッションに属さない非 SYN TCP

セグメントを受信すると、パケットをドロップします。デフォルトでは、Junos OS は非 SYN

セグメント受信時にソース ホストに TCP RST を送信しません。set security zones security-zone

trust tcp-rst コマンドを使用して、ソース ホストに TCP RST を送信するように、デバイスを

設定できます。先頭の非 SYN TCP パケットのコード ビットが RST の場合、デバイスは、TCP-RST

を送信しません。
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最初のパケットの SYN フラグをチェックしないと、以下の利点があります。

• 非対称ルーティングの NSRP—動的ルーティング環境のアクティブ/アクティブ NSRP 設定で、

ホストは SYN フラグが設定された最初の TCP セグメントをあるデバイス (Device-A) に送

信し、SYN/ACK をクラスタの他のデバイス (Device-B) にルーティングする可能性がありま

す。Device-A が Device-B とセッションを同期させた後でこの非対称ルーティングが起これ

ば、すべてがうまくいきます。一方、Device-A がセッションを同期させ、SYN チェックが有

効になる前に SYN/ACK 応答が Device-B に到達すると、Device-B は SYN/ACK を拒否し、

セッションを確立できなくなります。SYN チェックが無効の場合、Device-B が SYN/ACK 応

答を受け入れると、—所属既存のセッションがない場合でも、—新しいセッション テーブル

エントリが作成されます。

• 中断なしのセッション—デバイスをリセットした場合、ポリシーのコア セクションのコンポー

ネントを変更して SYN チェックを有効にした場合、既存セッションまたはポリシーの変更が

適用されるセッションはすべて中断され、再開が必要になります。SYN チェックを無効にす

ると、ネットワーク トラフィック フローの中断を避けることができます。

注: このシナリオの解決策は、最初に SYN チェックを無効にしたデバイスをイン

ストールすることです。その数時間後に、—確立されたセッションがデバイスを通

じて実行されたら、—SYN チェックを有効にします。ポリシーのコア セクション

には、以下のメイン コンポーネントが含まれます。ソース ゾーンと宛先ゾーン、

ソース アドレスと宛先アドレス、1 つまたは複数のサービス、およびアクショ

ン。

ただし、上記の利点には以下のセキュリティ上の欠点があります。

• 偵察ホール—ACK、URG、RST、FIN などの非 SYN フラグをもつ—先頭 TCP セグメントが閉じた

ポートに到達すると、多くのオペレーティング システム (例えば、Windows) は RST フラグ

が設定された TCP セグメントで応答します。ポートが開いている場合、受信側は応答を生成

しません。

これらの応答やその応答がないことを分析することにより、情報の収集者は保護されたネッ

トワーク上、および Junos OS ポリシー セット上でも偵察を実行できます。収集者が非 SYN

フラグを設定した TCP セグメントを送信し、ポリシーがそれを許可すると、そのセグメント

を受信する宛先ホストはそれをドロップし、RST フラグが設定された TCP セグメントで応答

する場合があります。そのような応答により、特定のアドレスにアクティブなホストがあり、

目的のポート番号が閉じていることを不正収集者に伝えることになります。情報収集者はま

た、そのホストのそのポート番号へのアクセスをファイアウォール ポリシーが許可すること

を学習します。

SYN フラグのチェックを有効にすることで、Junos OS は SYN フラグのない TCP セグメント

が既存のセッションに属さない場合、その TCP セグメントをドロップします。Junos OS は

TCP RST セグメントを返しません。結果として、スキャナーは設定されたポリシーにかかわ

りなく、または、ポートが目的のホストで開いているか閉じているかにかかわりなく、応答

を受信しません。

• セッション テーブル フラッド—SYN チェックが無効の場合、攻撃者は非 SYN フラグを設定

した TCP セグメントの集中攻撃で、保護されたネットワークをフラッドすることにより、

Junos OS SYN フラッド保護機能をバイパスできます。目的のホストがパケットをドロップす

る場合でも、—また TCP RST セグメントを返信する場合でも—、そのようなフラッドにより
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NetScreen デバイスのセッション テーブルが満杯になります。セッション テーブルが満杯

になると、デバイスは正当なトラフィックに対して新しいセッションを処理できなくなりま

す。

SYN チェックおよび SYN フラッド保護を有効にすることにより、この種の攻撃を回避できま

す。SYN フラッグがセッションの先頭パケットに設定されていることを確認すると、すべて

の新しいセッションで SYN フラグが設定されている TCP セグメントが開始されます。SYN

フラッド保護は、その後、1 秒間の TCP SYN セグメントの数を制限するため、セッション

テーブルが溢れることはなくなります。

SYN チェックを無効にする必要がなければ、有効にすることを強く推奨します (Junos OS では

これがデフォルトの設定です)。set flow tcp-syn-check コマンドで有効にできます。SYN チェッ

クを有効にすると、デバイスは確立したセッションに属さない限り、非 SYN フラグが設定され

た TCP セグメントを拒否します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

TCP SYN チェックの設定（CLI 手順）

SYN チェックを有効にすると、デバイスは確立したセッションに属さない限り、非 SYN フラグ

が設定された TCP セグメントを拒否します。SYN チェックを有効にすると、攻撃者の偵察と

セッション テーブル フラッドを防止することができます。TCP SYN チェックは、デフォルト

で有効になっています。

SYN チェックを無効にするには、次の操作を行います。

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

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

ストリクト SYN チェックの設定（CLI 手順）

SYN チェックを有効にすると、デバイスは、TCP セッションにストリクト 3 方向ハンドシェイ

クの チェックを有効にします。3 方向ハンドシェイクを実行する前に、データ パケットをド

ロップすることで、セキュリティを向上させます。TCP ストリクト SYN チェックは、デフォル

トで無効になっています。

注: [no-syn-check] または [no-syn-check-in-tunnel] が有効になってる場合は、

[strict-syn-check] は有効にできません。

ストリクト SYN チェックを有効にするには、次の操作を行います。

user@host#set security flow tcp-session strict-syn-check

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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IP スプーフィング

• IP スプーフィングについて 938ページ

• 例 : IP スプーフィングのブロック 938ページ

IP スプーフィングについて

ネットワークの制限領域へのアクセスを得ようとする方法の 1 つは、偽りのソース アドレス

をパケット ヘッダーに挿入し、そのパケットが信頼できるソースから到達したように見せかけ

ることです。このテクニックは、IP スプーフィングと呼ばれています。IP スプーフィングを

検出するメカニズムは、ルート テーブル エントリに依存します。たとえば、ソース IP アド

レス 10.1.1.6 のパケットが ge-0/0/1 に到着すると、Junos OS に、ge-0/0/0 を通って

10.1.1.0/24 に到達するルートがある場合、IP スプーフィングのチェックにより、このアドレ

スがルート テーブルに定義されている無効なインターフェースに到着したと検出されます。

10.1.1.6 からの有効のパケットは、ge-0/0/1 ではなく、ge-0/0/0 にのみ到着します。した

がって、Junos OS は、パケットにスプーフィングされたソース IP アドレスがあると判断し、

それを破棄します。

注: IP スプーフィングによって、Junos OS はスプーフィングされた IPv6 パケッ

トを検出しドロップできます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : IP スプーフィングのブロック

この例では、IP スプーフ攻撃をブロックするスクリーンを設定する方法を示します。

• 要件 938ページ

• 概要 938ページ

• 設定 939ページ

• 確認 939ページ

要件

開始前に、IP スプーフィングの仕組みについて理解します。「938ページの「IP スプーフィン

グについて」」を参照してください。

概要

ネットワークの制限領域へのアクセスを得ようとする方法の 1 つは、偽りのソース アドレス

をパケット ヘッダーに挿入し、そのパケットが信頼できるソースから到達したように見せかけ

ることです。このテクニックは、IP スプーフィングと呼ばれています。

この例では、「screen-1」と呼ぶスクリーンを設定し、IP スプーフ攻撃をブロックし、

「zone-1」セキュリティ ゾーンでスクリーンを有効にします。
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設定

ステップごとの手順 IP スプーフィングをブロックするには、次の操作を行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-1 ip spoofing

2. セキュリティ ゾーンでスクリーンを有効にします。

[edit]

user@host# set security zone security-zone zone-1 screen screen-1

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーンが有効になっていることを確認すること。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーン設定の確認

目的 セキュリティ スクリーンについての設定情報を表示すること。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

IP spoofing enabled

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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IP ソース ルート オプション

• IP ソース ルート オプションについて 940ページ

• 例 : ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットのブロッ

ク 942ページ

• 例 : ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットの検

出 943ページ

IP ソース ルート オプションについて

ソース ルーティングは、IP パケット伝送のソース側のユーザーが、ユーザーの希望に従って、

宛先までの IP パケットのパスに沿って存在するデバイス（“hops”とも呼ばれる）の IP ア

ドレスを指定できるように設計されました。IP ソース ルート オプションの本来の目的は、診

断分析に役立つルート制御ツールを提供することでした。たとえば、特定の宛先へのパケット

の伝送が不規則に失敗する場合、まず最初に、レコード ルート オプションまたは IP タイム

スタンプ オプションを使用して、パスに沿ったデバイスのアドレスまたはパケットが通ったパ

スを検出します。そして、ルーズあるいはストリクト ソース ルート オプションを利用し、レ

コード ルート オプションまたはタイムスタンプ オプションの結果から判明したアドレスを使

用すれば、特定のパスに沿うようにトラフィックを誘導できます。パスを変更するようにデバ

イスのアドレスを変更し、さまざまなパスに沿っていくつかのパケットを送信することによっ

て、成功率が上昇したかまたは低下したかを知ることができます。分析と消去法によって、問

題が存在する場所を推論できることもあります。940ページの図67 を参照してください。

図 67: IP ソース ルーティング

IP ソース ルート オプションを使用することには、本来害はありませんが、攻撃者は有害な用

途に使用するようになりました。攻撃者は IP ソース ルート オプションを使用して自身の本
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当のアドレスを隠し、異なるパスを指定することによってネットワークの制限領域にアクセス

します。攻撃者がどのようにこの 2 つの偽装方法を使用するのかを示す例として、941ページの

図68 に表示される次のシナリオを考えます。

図 68: 偽装用のルーズ IP ソース ルート オプション

Junos OS は、トラフィック 2.2.2.0/24 が zone_external にバインドされているインター

フェース ethernet1 経由である場合のみ、このトラフィックを許可します。デバイス 3 およ

び 4 はアクセス制御を強制しますが、デバイス 1 および 2 は強制しません。さらに、デバイ

ス 2 は IP スプーフィングのチェックを行いません。攻撃者はソース アドレスをスプーフィ

ングし、ルーズ ソース ルート オプションを使用して、デバイス 2 から 2.2.2.0/24 ネット

ワーク経由でデバイス 1 へ行くようパケットを誘導します。デバイス 1 はそのパケットをデ

バイス 3 へ転送し、デバイス 3 はパケットを Juniper Networks デバイスへ転送します。パ

ケットは 2.2.2.0/24 サブネットから到達し、そのサブネットのソース アドレスを持つため、

有効であるように見えます。しかし、それ以前にルーズソースルートオプションで偽装されて

いる可能性があります。この例では、zone_external に対する IP ソース ルート スクリーン

オプションの拒否を有効にしています。パケットが ethernet3 に到達すると、デバイスはその

パケットを拒否します。

ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定された任意のパケットをブロックす

るか、またはそのようなパケットを検出してから、入力インターフェースのカウンタ リストに

イベントを記録するかのいずれかが行えるように、デバイスを設定できます。スクリーン オプ

ションは、次のとおりです。

• Deny IP Source Route Option（IP ソース ルート オプションの拒否）—このオプションを有

効にすると、ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションを利用するすべての IP ト

ラフィックをブロックします。ソース ルート オプションによって、攻撃者が虚偽の IP ア

ドレスを使用してネットワークに侵入することがあります。

• Detect IP Loose Source Route Option(IP ルーズ ソース ルート オプションの検出)—デバ

イスは、IP オプションが 3 (ルーズ ソース ルーティング) であるパケットを検出し、イベ

ントを入力インターフェースのスクリーン カウンタ リストに記録します。このオプション

は、パケットがソースから宛先へ移動する際に利用する部分的なルート リストを指定しま

す。パケットは指定されたアドレスの順に進む必要がありますが、指定されたデバイス間に

ある他のデバイスを通過することは許可されます。

• Detect IP Strict Source Route Option(IP ストリクト ソース ルート オプションの検出)—

デバイスは、IP オプションが 9（ストリクト ソース ルーティング）であるパケットを検出
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し、イベントを入力インターフェースのスクリーン カウンタ リストに記録します。このオ

プションは、パケットがソースから宛先へ移動する際に利用する全ルート リストを指定しま

す。宛先フィールドのアドレスは、リストの最後のアドレスに差し替えられます。現在、こ

のスクリーン オプションは、IPv4 にのみ適用されます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットのブロッ

ク

この例では、ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットをブ

ロックする方法を示します。

• 要件 942ページ

• 概要 942ページ

• 設定 942ページ

• 確認 943ページ

要件

開始前に、IP ソース ルート オプションの仕組みについて理解します。「940ページの「IP ソー

ス ルート オプションについて」」を参照してください。

概要

ソース ルーティングでは、IP パケット伝送のソース側のユーザーが、ユーザーの希望に従っ

て、宛先までの IP パケットのパスに沿って存在するデバイス（“hops”とも呼ばれる）の IP

アドレスを指定できます。IP ソース ルート オプションの本来の目的は、診断分析に役立つ

ルート制御ツールを提供することでした。

ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定された任意のパケットをブロックす

るか、またはそのようなパケットを検出してから、入力インターフェースのカウンタ リストに

イベントを記録するかのいずれかが行えるように、デバイスを設定できます。

この例では、「screen-1」と呼ぶスクリーンを作成し、ルーズまたはストリクト ソース ルー

ト オプションが設定されているパケットをブロックし、zone-1 セキュリティ ゾーンでスク

リーンを有効にします。

設定

ステップごとの手順 ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットをブロックするに

は、次の操作を行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-1 ip source-route-option

2. セキュリティ ゾーンでスクリーンを有効にします。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。
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[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーンが有効になっていることを確認すること。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

セキュリティ スクリーン設定の確認

目的 セキュリティ スクリーンについての設定情報を表示すること。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Name Value

IP source route option enabled

例 : ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットの検出

この例では、ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットを検出

する方法を示します。

• 要件 943ページ

• 概要 943ページ

• 設定 944ページ

• 確認 944ページ

要件

開始前に、IP ソース ルート オプションの仕組みについて理解します。「940ページの「IP ソー

ス ルート オプションについて」」を参照してください。

概要

ソース ルーティングでは、IP パケット伝送のソース側のユーザーが、ユーザーの希望に従っ

て、宛先までの IP パケットのパスに沿って存在するデバイス（“hops”とも呼ばれる）の IP
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アドレスを指定できます。IP ソース ルート オプションの本来の目的は、診断分析に役立つ

ルート制御ツールを提供することでした。

ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定された任意のパケットをブロックす

るか、またはそのようなパケットを検出してから、入力インターフェースのカウンタ リストに

イベントを記録するかのいずれかが行えるように、デバイスを設定できます。

この例では、「screen-1」および「screen-2」と呼ぶ 2 つのスクリーンを作成し、ルーズまた

はストリクト ソース ルート オプションが設定されたパケットを検出、記録しますが、ブロッ

クはしません。そして、ゾーン「zone-1」および「zone-2」でスクリーンを有効にします。

設定

ステップごとの手順 ルーズまたはストリクト ソース ルート オプションが設定されているパケットを検出、記録

し、ブロックしないようにするには、次の操作を行います。

1. ルーズ ソース スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-1 ip loose-source-route-option

2. ストリクト ソース ルート スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option screen-2 ip strict-source-route-option

注: 現在、このスクリーン オプションがサポートしているのは、 IPv4 のみ

です。

3. セキュリティ ゾーンでスクリーンを有効にします。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone-1 screen screen-1

user@host# set security zones security-zone zone-2 screen screen-2

4. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

セキュリティ ゾーンのスクリーンの確認

目的 セキュリティ ゾーンでスクリーンが有効になっていることを確認すること。

アクション 動作モードで、show security zones コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security zones

Security zone: zone-1

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes
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Screen: screen-1

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-1/0/0.0

Security zone: zone-2

Send reset for non-SYN session TCP packets: Off

Policy configurable: Yes

Screen: screen-2

Interfaces bound: 1

Interfaces:

ge-2/0/0.0

セキュリティ スクリーン設定の確認

目的 セキュリティ スクリーンについての設定情報を表示すること。

アクション 動作モードで、show security screen ids-option screen-name コマンドを入力します。

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-1

Screen object status:

Screen object status:

Name Value

IP loose source route option enabled

[edit]

user@host> show security screen ids-option screen-2

Screen object status:

Screen object status:

Name Value

IP strict source route option enabled
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第37章

不審なパケット属性

• 不審なパケット属性概要 947ページ

• ICMP フラグメント保護 947ページ

• 長い ICMP パケット 949ページ

• 不正 IP オプション保護 951ページ

• 未知のプロトコル保護 953ページ

• IP パケット フラグメント保護 954ページ

• SYN フラグメント保護 956ページ

不審なパケット属性概要

攻撃者は偵察やサービス拒否(DoS)攻撃を行うパケットを巧妙に作成することがあります。作成

されたパケットがどのような目的なのか明確でないこともありますが、巧妙に作り上げられた

ということから、何らかの悪意のある用途に使用されるものと予想されます。

以下のトピックでは、脅威となるおそれのある不審なパケットをブロックするスクリーン オプ

ションについて説明します。

• 948ページのICMP フラグメント保護について

• 949ページの長い ICMP パケット保護について

• 951ページの不正 IP オプション保護について

• 953ページの未知のプロトコル保護について

• 954ページのIP パケット フラグメント保護について

• 956ページのSYN フラグメント保護について

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

ICMP フラグメント保護

• ICMP フラグメント保護について 948ページ

• 例 : フラグメント化された ICMP パケットのブロック 948ページ
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ICMP フラグメント保護について

ICMP (インターネット制御メッセージ プロトコル) は、エラーレポートおよびネットワーク探

査機能を提供します。ICMP パケットに含まれるメッセージはきわめて短いため、ICMP パケッ

トをフラグメント化する合理的な理由はありません。ICMP パケットがフラグメント化を必要と

なるほど大きい場合は、何らかの間違いがあると考えられます。

ICMP フラグメント保護スクリーン オプションを有効にした場合、Junos OS は、More Fragments

フラグを設定された、またはオフセット フィールドに示されたオフセット値をもつ ICMP パ

ケットをブロックします。948ページの図69 を参照してください。

図 69: ICMP フラグメントのブロック

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : フラグメント化された ICMP パケットのブロック

この例では、フラグメント化された ICMP パケットをブロックする方法を示します。

要件

開始前に、ICMP フラグメント保護について理解します。「947ページの「不審なパケット属性概

要」」を参照してください。

概要

ICMP フラグメント保護スクリーン オプションを有効にした場合、Junos OS は、More Fragments

フラグを設定された、またはオフセット フィールドに示されたオフセット値をもつ ICMP パ

ケットをブロックします。

この例では、zone1 セキュリティ ゾーンから送信されるフラグメント化 ICMP パケットをブ

ロックするように、ICMP フラグメント スクリーンを設定します。
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設定

ステップごとの手順 フラグメント化 ICMP パケットをブロックするには、次の操作を行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option icmp-fragment icmp fragment

2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen icmp-fragment

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

長い ICMP パケット

• 長い ICMP パケット保護について 949ページ

• 例 : 長い ICMP パケットのブロック 950ページ

長い ICMP パケット保護について

ICMP (インターネット制御メッセージ プロトコル) は、エラーレポートおよびネットワーク探

査機能を提供します。ICMP パケットに含まれるメッセージはきわめて短いため、ICMP パケッ

トをフラグメント化する合理的な理由はありません。ICMP パケットが異常に長い場合は、何ら

かの間違いがあると考えられます。

たとえば、SRX210 は隠れたメッセージを伝送するためのチャンネルとして、ICMP を使用しま

す。長い ICMP パケットが存在すると、SRX210 エージェトとして動作する故障したコンピュー

タが現れることがあります。また、その他の不審なアクティビティを示すこともあります。950

ページの図70 を参照してください。
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図 70: 長い ICMP パケットのブロック

長い ICMP パケット保護スクリーン オプションを有効にすると、Junos OS は 1024 バイトを

超える長さの ICMP パケットをドロップします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 長い ICMP パケットのブロック

この例では、長い ICMP パケットをブロックする方法を示します。

要件

開始前に、長い ICMP パケット保護について理解します。「947ページの「不審なパケット属性

概要」」を参照してください。

概要

長い ICMP パケット保護スクリーン オプションを有効にすると、Junos OS は 1024 バイトを

超える長さの ICMP パケットをドロップします。

この例では、zone1 セキュリティ ゾーンから送信される長い ICMP パケットをブロックするよ

うに、長い ICMP スクリーンを設定します。

設定

ステップごとの手順 長い ICMP パケットをブロックするには、次の操作を行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option icmp-large icmp large

2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]
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user@host# set security zones security-zone zone1 screen icmp-large

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

不正 IP オプション保護

• 不正 IP オプション保護について 951ページ

• 例 : 不正フォーマット オプションのある IP パケットのブロック 952ページ

不正 IP オプション保護について

IP 規格 RFC 791、「インターネット プロトコル」では、特定のルーティング制御、診断ツー

ル、およびセキュリティを提供する 8 つのオプョンのセットが明記されています。本来、これ

らのオプションは正当な目的で使用するように考案されたものですが、不正な目的に悪用する

方法も考え出されてきました。

意図的にまたは偶然に、攻撃者は IP オプションを不正に設定し、不完全または不正形式の

フィールドになります。パケットの作成者の意図にかかわらず、不正なフォーマットは、目的

とする受信側にとっては異常で、有害になることがあります。951ページの図71 を参照してくだ

さい。

図 71: 不正フォーマットの IP オプション
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不正 IP オプション保護スクリーン オプションを有効にした場合、IP パケット ヘッダー内の

IP オプションが不正にフォーマットされていると、Junos OS はパケットをブロックします。

さらに、Junos OS は、イベント ログにイベントを記録します。

例 : 不正フォーマット オプションのある IP パケットのブロック

この例では、不正フォーマット オプションのある長い ICMP パケットをブロックする方法を示

します。

要件

開始前に、不正 IP オプション保護について理解します。「947ページの「不審なパケット属性

概要」」を参照してください。

概要

不正 IP オプション保護スクリーン オプションを有効にした場合、IP パケット ヘッダー内の

IP オプションが不正にフォーマットされていると、Junos OS はパケットをブロックします。

さらに、Junos OS は、イベント ログにイベントを記録します。

この例では、zone1 セキュリティ ゾーンから送信される長い ICMP パケットをブロックするよ

うに、IP 不正オプション スクリーンを設定します。

設定

ステップごとの手順 不正フォーマット IP オプションのある IP パケットを検出しブロックするには、次の操作を

行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option ip-bad-option ip bad-option

注: 現在、このスクリーン オプションは、IPv4 にのみ適用されます。

2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen ip-bad-option

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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未知のプロトコル保護

• 未知のプロトコル保護について 953ページ

• 例 : 未知のプロトコルを使用したパケットのドロップ 954ページ

未知のプロトコル保護について

RFC 1700 に基づき、137 以上の ID 番号を持つこれらの プロトコル タイプは、この時点では

未使用で未定義です。プロトコルが未定義であるために、未知のプロトコルが正当か不正かを

事前に知ることができません。

ご利用のネットワークで 137 以上の ID 番号を持つ非標準プロトコルが使用されていない限

り、保護されたネットワークにそのような未知の要素が侵入するのをブロックするのが慎重な

方策となります。953ページの図72 を参照してください。

図 72: 未知のプロトコル

未知のプロトコル保護スクリーン オプションを有効にすると、プロトコル フィールドに 137

以上のプロトコル ID 番号が含まれている場合、Junos OS はデフォルトでパケットをドロップ

します。

注: IPv6 プロトコルに対して、未知のプロトコル保護スクリーン オプションを有

効にすると、プロトコル フィールドに 139 以上のプロトコル ID 番号が含まれて

いる場合、Junos OS はデフォルトでパケットをドロップします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : 未知のプロトコルを使用したパケットのドロップ

この例では、未知のプロトコルを使用したパケットをドロップする方法を示します。

要件

開始前に、未知のプロトコル保護について理解します。「947ページの「不審なパケット属性概

要」」を参照してください。

概要

未知のプロトコル保護スクリーン オプションを有効にすると、プロトコル フィールドに 137

以上のプロトコル ID 番号が含まれている場合、Junos OS はデフォルトでパケットをドロップ

します。

この例では、zone1 セキュリティ ゾーンから送信される未知のプロトコルをブロックするよう

に、未知のプロトコル スクリーンを設定します。

設定

ステップごとの手順 未知のプロトコルを使用するパケットをドロップするには、次の操作を行います。

1. 未知のプロトコル スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option unknown-protocol ip unknown-protocol

2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen unknown-protocol

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

IP パケット フラグメント保護

• IP パケット フラグメント保護について 954ページ

• 例 : フラグメント化された IP パケットのドロップ 955ページ

IP パケット フラグメント保護について

パケットが異なるネットワークを移動する場合、各ネットワークの MTU (最大伝送ユニット)に

基づいて、パケットをさらに小さな部分(フラグメント)へ分割する必要が生じることがありま
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す。IP フラグメントには、特定の IP スタック実装の再アセンブリ コードの脆弱性を不正利

用するように攻撃者が意図したものが含まれることがあります。被害者がこうしたパケットを

受信すると、パケットの不正な処理やシステム全体のクラッシュなど、さまざまな被害が生じ

ます。955ページの図73 を参照してください。

図 73: IP パケット フラグメント

Junos OS で、セキュリティ ゾーンの IP フラグメントの拒否を有効にした場合、Junos OS

は、そのゾーンにバインドされたインターフェースで受信するすべての IP パケット フラグメ

ントをブロックします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : フラグメント化された IP パケットのドロップ

この例では、フラグメント化された IP パケットをブロックする方法を示します。

要件

開始前に、IP パケット フラグメント保護について理解します。「947ページの「不審なパケッ

ト属性概要」」を参照してください。

概要

この機能が有効の場合、Junos OS はセキュリティ ゾーンの IP フラグメントを拒否し、その

ゾーンにバインドされたインターフェースで受信するすべての IP パケット フラグメントをブ

ロックします。

この例では、zone1 セキュリティ ゾーンから送信されるフラグメント化 ICMP パケットをブ

ロックするように、フラグメント スクリーンのブロックを設定します。

設定

ステップごとの手順 フラグメント化 IP パケットをドロップするには、次の操作を行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option block-frag ip block-frag
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2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen block-frag

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

SYN フラグメント保護

• SYN フラグメント保護について 956ページ

• 例 : SYN フラグメントを含む IP パケットのドロップ 957ページ

SYN フラグメント保護について

IP は、TCP 接続を開始する IP パケット内に TCP SYN セグメントをカプセル化します。この

パケットの目的は接続を開始して応答の際に SYN/ACK セグメントを呼び出すことなので、通

常、SYN セグメントにはデータは全く含まれていません。この IP パケットは小さいため、フ

ラグメント化を行う正当な理由はありません。

フラグメント化された SYN パケットは正常ではなく、疑う必要があります。慎重を期すなら、

保護されたネットワークにそのような未知の要素が侵入するのをブロックします。957ページの

図74 を参照してください。
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図 74: SYN フラグメント

SYN フラグメント検出スクリーン オプションを有効にすると、パケットがフラグメント化さ

れ、SYN フラグが TCP ヘッダーに設定されていることが IP ヘッダーから明らかとなった場

合、Junos OS はそのパケットを検出します。Junos OS は、入力インターフェースのスクリー

ン カウンタ リストにイベントを記録します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : SYN フラグメントを含む IP パケットのドロップ

この例では、SYN フラグメントを含む IP パケットをドロップする方法を示します。

要件

開始前に、IP パケット フラグメント保護について理解します。「947ページの「不審なパケッ

ト属性概要」」を参照してください。

概要

SYN フラグメント検出スクリーン オプションを有効にすると、パケットがフラグメント化さ

れ、SYN フラグが TCP ヘッダーに設定されていることが IP ヘッダーから明らかとなった場

合、Junos OS はそのパケットを検出します。また、Junos OS は、入力インターフェースのス

クリーン カウンタ リストにイベントを記録します。
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この例では、zone1 セキュリティ ゾーンから送信されるフラグメント化された SYN パケット

をブロックするように、SYN フラグメント スクリーンを設定します。

設定

ステップごとの手順 SYN フラグメントを含む IP パケットをドロップするには、次の操作を行います。

1. スクリーンを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option syn-frag tcp syn-frag

2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone1 screen syn-frag

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作することを確認するには、show security screen statistics zone zone-name

コマンドを入力します。

関連項目 • SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン
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第38章

サービス拒否攻撃

• DoS 攻撃概要 959ページ

• ファイアウォール DoS 攻撃 959ページ

• ネットワーク DoS 攻撃 966ページ

• OS 固有 DoS 攻撃 987ページ

DoS 攻撃概要

DoS (サービス拒否) 攻撃の目的は、被害を与える標的に偽りのトラフィックを大量に送り、そ

の偽りのトラフィックの処理に追われて合法トラフィックを処理できないようにすることです。

標的となる可能性があるのは、ファイアウォール、ファイアウォールがアクセスを制御するネッ

トワーク リソース、または各ホストの特定のハードウェア プラットフォームやオペレーティ

ング システムです。

DoS 攻撃が複数のソース アドレスから行われる場合、これは DDoS (分散型サービス拒否) と

呼ばれます。一般的に、DoS 攻撃のソース アドレスはスプーフィングされています。DDoS 攻

撃のソース アドレスはスプーフィングされたアドレスのこともあれば、感染したホストの実ア

ドレスを「ゾンビ エージェント」として使用し、攻撃を仕掛けることもあります。

デバイスは、デバイス自身およびデバイスが保護するリソースを DoS および DDoS 攻撃から防

御できます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

ファイアウォール DoS 攻撃

• ファイアウォール DoS 攻撃概要 959ページ

• セッション テーブル フラッド攻撃 960ページ

• SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃 965ページ

ファイアウォール DoS 攻撃概要

DoS (サービス拒否) 攻撃の目的は、被害を与える標的に偽りのトラフィックを大量に送り、そ

の偽りのトラフィックの処理に追われて合法トラフィックを処理できないようにすることです。

攻撃者は Juniper Networks ファイアウォールを発見すると、ファイアウォールの背後にある

ネットワークの代わりに、ファイアウォールそのものに DoS (サービス拒否) 攻撃を開始する
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ことがあります。ファイアウォールに対して効果的な DoS 攻撃は、合法トラフィックがファイ

アウォールを通過しようとするのを阻止するため、保護されたネットワークに対しても効果的

な DoS 攻撃となります。

攻撃者はセッション テーブル フラッドと SYN-ACK-ACK プロキシ フラッドを使用して Junos

OS のセッション テーブルを満杯にして、DoS を生成します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

セッション テーブル フラッド攻撃

• セッション テーブル フラッド攻撃について 960ページ

• ソースベースのセッション制限について 960ページ

• 例 : ソースベースのセッション制限の設定 961ページ

• 宛先ベースのセッション制限について 963ページ

• 例 : 宛先ベースのセッション制限の設定 964ページ

セッション テーブル フラッド攻撃について

DoS 攻撃が成功すると、被害者側は極めて大量の模造トラフィックを送りつけられ、合法的接

続要求の処理が不可能になります。DoS 攻撃には、—SYN フラッド、SYN-ACK-ACK フラッド、UDP

フラッド、ICMP フラッドなどのさまざまな形式がありますが—その目的はすべて同じで、被害

者側のセッション テーブルを満杯にすることです。

セッション テーブルが満杯になると、ホストは新しいセッションを作成できず、新しい接続要

求を拒否し始めます。ソース ベースのセッション制限スクリーン オプションおよび宛先ベー

スのセッション制限スクリーン オプションにより、このような攻撃が緩和されます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

ソースベースのセッション制限について

同一ソース IP アドレスからの同時セッション数を制限するのに加えて、同一宛先 IP アドレ

スへの同時セッション数を制限することもできます。ソースベースのセッション制限を設定す

る利点の 1 つは、サーバーに伝染しそのサーバーから大量のトラフィックを生成し始める Nimda

ウィルス (実際には、ウィルスでかつワームです) などの攻撃を抑制できることです。ウィル

スが生成するトラフィックはすべて同一の IP アドレスから発生するため、ソースベースのセッ

ション制限を行えば、ファイアウォールによってそのような過度のトラフィック量を確実に抑

えることができます。961ページの図75 を参照してください。
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図 75: ソース IP アドレス ベースのセッション制限

ソースベースのセッション制限を行うもう 1 つの利点は、すべての接続試行が同一ソース IP

アドレスから行われる場合、ファイアウォールのセッション テーブルを満杯にする試行を緩和

できることです。

接続要求の許容数をどの要素によって定めるかを決定するには、一定期間にわたり観測と分析

を行い、標準的なトラフィック フローの基準を確立する必要があります。また、使用している

特定の Juniper Networks プラットフォームのセッション テーブルを満杯にするのに必要とな

る同時セッションの最大数を考慮することも必要です。セッション テーブルがサポートする

セッションの最大数を調べるには、CLI コマンドの get session を使用します。 出力された最

初の行には、現在の (割り当てられた) セッション数、セッションの最大数、および失敗した

セッションの割り当て数がリスト表示されます。

alloc 420/max 128000, alloc failed 0

ソースベースのセッション制限のデフォルト最大数は、128 の同時セッションですが、お使い

のネットワーク環境およびプラットフォームに適するように調整が必要となることもあります。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : ソースベースのセッション制限の設定

この例では、ソース IP に基づいてセッション数を制限する方法を示します。

• 要件 961ページ

• 概要 961ページ

• 設定 962ページ

• 確認 963ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、DMZ および zone_a の任意の 1 台のサーバーから開始できるセッション数を制限

する方法を示します。DMZ に存在するのは Web サーバーのみで、いずれもトラフィックを開始

できないため、ソース セッション制限を設定可能な最低値の 1 セッションに設定します。ま

た一方で、zone_a にはパーソナル コンピュータ、サーバー、プリンタなどが含まれ、それら
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の多数はトラフィックを開始します。zone_a には、ソース セッション制限最大数を 80 同時

セッションに設定します。

設定

CLI 簡単構成 ソースベースのセッション制限をすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI に

貼り付けます。

[edit]

set security screen ids-option 1-limit-session limit-session source-ip-based 1

set security zones security-zone dmz screen 1-limit-session

set security screen ids-option 80-limit-session limit-session source-ip-based 80

set security zones security-zone zone_a screen 80-limit-session

ステップごとの手順 ソースベースのセッション制限を設定するには、次の操作を行います。

1. DMZ ゾーンのソース IP に基づいて同時セッション数を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 1-limit-session limit-session

source-ip-based 1

2. DMZ のセキュリティ ゾーンを設定制限値に設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone dmz screen 1-limit-session

3. zone_a ゾーンのソース IP に基づいて同時セッション数を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 80-limit-session limit-session

source-ip-based 80

4. zone_a のセキュリティ ゾーンを設定制限値に設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone_a screen 80-limit-session

結果 設定モードで、show security screen ids-option 1-limit-session、show security screen

ids-option 1-limit-session および show security zones コマンドを動作モードで入力して、

設定を確認します。意図した設定が表示されない場合は、この例の設定指示を繰り返し、修正

します。

簡単にするために、この show security コマンドの出力には、この例に関係する設定のみ含め

ています。システムの他の設定は、省略（...）に置き換えています。

[edit]

user@host# show security

...

ids-option 1-limit-session {

limit-session {

source-ip-based 1;

}

}

ids-option 80-limit-session {

limit-session {

source-ip-based 80;

}
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}

...

security-zone dmz {

screen 1-limit-session;

}

security-zone zone_a {

screen 80-limit-session;

}

...

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• ソースベースのセッション制限の確認 963ページ

ソースベースのセッション制限の確認

目的 ソースベースのセッション制限を確認すること

アクション 動作モードで、show security コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 960ページのセッション テーブル フラッド攻撃について

• 960ページのソースベースのセッション制限について

• 964ページの例 :宛先ベースのセッション制限の設定

宛先ベースのセッション制限について

同一ソース IP アドレスからの同時セッション数を制限するのに加えて、同一宛先 IP アドレ

スへの同時セッション数を制限することもできます。策略に富む攻撃者が DDoS (分散型サービ

ス拒否) 攻撃を仕掛けることもあります。DDoS 攻撃では、「ゾンビ エージェント」と呼ばれ、

密かに攻撃者によって制御される数百ものホストから、不正なトラフィックが発生することが

あります。SYN、UDP、および ICMP フラッド検出と防止のスクリーン オプションに加えて、宛

先ベースのセッション制限を設定することによって、Junos OS は、任意の 1 台のホストへの

許容可能な数の同時接続要求 —ソースにかかわらず—のみを確実に許可します。964ページの図76

を参照してください。
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図 76: 分散型 DoS 攻撃

宛先ベースのセッション制限のデフォルト最大数は、128 の同時セッションですが、お使いの

ネットワーク環境およびプラットフォームに適するように調整が必要となることもあります。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : 宛先ベースのセッション制限の設定

この例では、宛先ベースのセッション制限を設定する方法を示します。

• 要件 964ページ

• 概要 964ページ

• 設定 965ページ

• 確認 965ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、1.2.2.5 の Web サーバーへのトラフィック量を制限します。サーバーは DMZ に

あります。例では、外部ゾーンからこのサーバーへのトラフィック フローを 1 ヶ月間にわた

り観測した後、サーバーが受信する同時セッションの平均数は、2000 と判断しています。そし

て、新しいセッション制限を 2000 同時セッションに設定します。トラフィックのスパイクは

この制限を超えることもありますが、例では、時々サーバーにアクセスできなくなっても、ファ

イアウォール セキュリティを優先することにしています。
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設定

ステップごとの手順 宛先ベースのセッション制限を設定するには、次の操作を行います。

1. 同時セッション数を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 2000-limit-session limit-session

destination-ip-based 2000

2. 外部ゾーンにセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone external_zone screen 2000-limit-session

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

2000-limit-session および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 963ページの宛先ベースのセッション制限について

SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃

• SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃について 965ページ

• 例 : SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃に対する保護 966ページ

SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃について

認証ユーザーが Telnet または FTP 接続を開始するとき、ユーザーは SYN セグメントを Telnet

または FTP サーバーに送信します。Junos OS は SYN セグメントをインターセプトし、セッ

ション テーブルにエントリを作成して SYN-ACK セグメントをユーザーにプロキシします。そ

の後に、ユーザーは ACK セグメントで応答します。この時点で、初回の 3 方向ハンドシェイ

クが完了します。Junos OS は、ユーザーにログイン プロンプトを送信します。ユーザーに悪

意があり、ログインせずに SYN-ACK-ACK セッションを開始し続けると、ファイアウォール セッ

ション テーブルは満杯になり、デバイスは、合法的接続要求を拒否し始めます。

このような攻撃を阻止するために、SYN-ACK-ACK プロキシ保護スクリーン オプションを有効に

できます。同一 IP アドレスからの接続数が SYN-ACK-ACK プロキシしきい値に達すると、Junos

OS はそれ以降、その IP アドレスからの接続要求を拒否します。デフォルトでは、任意の単一

IP アドレスからのしきい値は、512 接続です。このしきい値は、1～250,000 の範囲で、ネッ

トワーク環境のニーズに合わせた値に変更できます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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例 : SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃に対する保護

この例では、SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃に対して保護する方法を示します。

• 要件 966ページ

• 概要 966ページ

• 設定 966ページ

• 確認 966ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、SYN-ACK-ACK プロキシ フラッドに対する保護を有効にします。値の単位は、ソー

ス アドレスあたりの接続数です。デフォルト値は、任意の単一 IP アドレスから 512 接続で

す。

設定

ステップごとの手順 SYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃に対して保護するには、次の操作を行います。

1. ソース セッション制限を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 1000-syn-ack-ack-proxy tcp syn-ack-ack-proxy

threshold 1000

2. ゾーン スクリーンのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen 1000-syn-ack-ack-proxy

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

1000-syn-ack-ack-proxy および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 965ページのSYN-ACK-ACK プロキシ フラッド攻撃について

ネットワーク DoS 攻撃

• ネットワーク DoS 攻撃概要 967ページ

• SYN フラッド攻撃 967ページ

• SYN クッキー保護 979ページ

• ICMP フラッド保護 981ページ
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• UDP フラッド攻撃 983ページ

• ランド攻撃 985ページ

ネットワーク DoS 攻撃概要

1 つまたは複数のネットワーク リソースに向けられたサービス拒否 (DoS) 攻撃では、その標

的に大量の SYN、ICMP、または UDP パケット、あるいは大量の SYN フラグメントがフラッド

されます。

攻撃者の目的、およびそれ以前の情報収集の程度と成功度合いに応じて、攻撃者は、デバイス

やサーバーなどの特定のホストを選び出すか、標的のネットワーク上の任意のホストに狙いを

定めます。いずれのアプローチも、被害を受けたホストのネットワーク全体に対する役割に応

じて、単一のホストまたはネットワーク全体のサービスを混乱させる可能性があります。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

SYN フラッド攻撃

• SYN フラッド攻撃について 967ページ

• 例 : SYN フラッド保護を有効にする 972ページ

• SYN フラッド保護オプションの設定（CLI 手順） 973ページ

• 例 : DMZ の Web サーバーに SYN フラッド保護を有効にする 973ページ

SYN フラッド攻撃について

SYN フラッドは、これ以上合法的接続要求を処理できなくなるような、完了不能な大量の接続

要求を開始する SYN セグメントによってホストが過負荷状態になったときに発生します。

2 台のホストは、3 方向ハンドシェイクとして知られるように、パケットを 3 回交換して TCP

接続を確立します。つまり、A が SYN セグメントを B に送信し、B は SYN/ACK セグメントで

応答し、そして A が ACK セグメントで応答します。SYN フラッド攻撃は、存在しないまたは

到達不能なアドレスとともに、偽造の (スプーフィングされた) IP ソース アドレスを含む SYN

セグメントでサイトを氾濫させます。B は SYN/ACK セグメントでこれらのアドレスに応答し、

応答の ACK セグメントを待ちます。SYN/ACK パケットは存在しない、または到達不能な IP ア

ドレスに送信されるため、応答を得ることはなく、結果としてタイムアウトします。968ページ

の図77 を参照してください。
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図 77: SYN フラッド攻撃

不完全な TCP 接続でホストを氾濫させることによって、攻撃者は最終的に被害者側のメモリ

バッファを満杯にします。このバッファが満杯になると、ホストはそれ以降、新しい TCP 接続

要求を処理できません。フラッドによって、被害者側のオペレーティング システムも損傷を受

けることがあります。いずれの場合も、攻撃により被害を受けたホスト、およびそのホストの

正常な動作が不可能になります。

このトピックには、次のセクションがあります。

• SYN フラッド保護 968ページ

• SYN フラッド オプション 970ページ

SYN フラッド保護

Junos OS は、ファイアウォールの通過を許可される SYN パケットの １ 秒当たりの数を制限

できます。攻撃しきい値は、宛先アドレスとポート、宛先アドレスのみ、またはソース アドレ

スのみに設けることができます。1 秒あたりの SYN セグメント数が、これらのしきい値のいず

れか 1 つを超えると、Junos OS は受信 SYN セグメントのプロキシ、SYN/ACK セグメントでの

応答、そして不完全な接続要求の接続キューへの保存を開始します。不完全な接続要求は、接

続が完了するまであるいは要求がタイムアウトするまでキューに残ります。969ページの図78 で

は、SYN セグメント数が SYN 攻撃しきい値に到達し、Junos OS が SYN セグメントのプロキシ

を開始したところです。
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図 78: SYN セグメントのプロキシ

970ページの図79 では、プロキシ接続キューが完全に満杯となり、Junos OS は新しい受信 SYN

セグメントを拒否しています。このアクションは、保護されたネットワーク上のホストを不完

全な 3 方向ハンドシェイクの攻撃からシールドします。
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図 79: 新しい SYN セグメントの拒否

プロキシ キューが最大限度未満に低下すると、デバイスは新しい SYN パケットを受信し始め

ます。

注: 設定したしきい値を越える不完全な SYN 接続をプロキシする手順は、既存のポ

リシーにより許可されたトラフィックのみに関するものです。ポリシーが存在しな

いトラフィックはすべて、自動的にドロップされます。

SYN フラッド オプション

次のパラメータを設定して、不完全な TCP 接続要求をプロキシできます。

• Attack Threshold（攻撃しきい値）—このオプションによって、SYN プロキシ機構をアクティ

ブにするのに必要な、同じ宛先アドレスとポート番号への 1 秒あたりの SYN セグメント数

(つまり、SYN フラグが設定された TCP セグメント)を設定できます。しきい値は任意の値に

設定できますが、適切なしきい値を設定するためには、サイトの正常なトラフィック パター

ンを知る必要があります。たとえば、通常 1 秒当たり 20,000 SYN セグメントを受信する電

子ビジネス サイトの場合は、しきい値を 30,000/秒に設定します。通常 1 秒あたり 20 SYN

セグメントを受信する小規模なサイトの場合は、しきい値を 40 に設定することもできます。

• Alarm Threshold（アラームしきい値）—このオプションによって、この値を超えると、Junos

OS がイベント ログにアラームを入力する、プロキシされた 1 秒あたりの不完全な TCP 接

続要求数を設定できます。同一宛先アドレスとポート番号への１秒当たりのプロキシされた

不完全接続の数がこの値を超えると、アラームしきい値として設定された値により、アラー
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ムがトリガされます。たとえば、SYN 攻撃しきい値を 1 秒あたり 2000 SYN セグメントに、

アラームを 1000 に設定した場合、ログにアラーム エントリを発生させるには、同じ宛先ア

ドレスとポート番号へ合計で 1 秒あたり 3001 SYN セグメントが必要になります。より正確

に説明すると、次のとおりです。

1. ファイアウォールは、ポリシー要件を満たす最初の 1 秒当たり 2000 SYN セグメントを

通過させます。

2. ファイアウォールは、同じ秒内に次の 1000 SYN パケットをプロキシします。

3. 1001 番目のプロキシされた接続要求 (あるいはその秒内の 3001 番目の接続要求) によっ

てアラームが発生します。

同じアドレスおよびポート番号への SYN セグメントで、アラームしきい値を超えた各セ

グメントに対して、攻撃検出モジュールはメッセージを生成します。この 1 秒間の最後

には、アラームしきい値を超えた後に、同じ宛先アドレスとポート番号への SYN セグメ

ントが到達した数を示す単一のログ エントリに、ロギング モジュールがすべての類似

メッセージを圧縮します。攻撃が最初の 1 秒を越えて継続する場合、イベント ログは、

攻撃が停止するまで 1 秒毎にアラームを入力します。

• Source Threshold（ソースしきい値）—このオプションでは、この値を超えると、Junos OS

が単一のソース IP アドレスからの接続要求をドロップし始める、そのソース—宛先 IP アド

レスおよびポート番号に関係なく—から受信する 1 秒あたりの SYN セグメント数を指定でき

ます。

ソース アドレスによる SYN フラッドのトラッキングでは、宛先アドレスおよび宛先ポート

番号による SYN フラッドのトラッキングとは異なる検出パラメータを使用します。SYN 攻撃

しきい値およびソースしきい値を設定すると、基本 SYN フラッド保護機構およびソース ベー

ス SYN フラッド トラッキング機構の両方が有効になります。

• Destination Threshold（宛先しきい値）—このオプションでは、この値を超えると、Junos

OS が単一の宛先 IP アドレスへの接続要求をドロップし始める、その宛先が受信する SYN

セグメントの 1 秒あたりの数を指定します。保護されたホストが複数のサービスを実行する

場合は、—宛先ポート番号に関係なく、宛先 IP アドレスのみに基づいてしきい値を設定する

こともできます。

SYN 攻撃しきい値および宛先しきい値を設定すると、基本 SYN フラッド保護機構および宛先

ベース SYN フラッド トラッキング機構の両方が有効になります。

宛先アドレスによる SYN フラッドのトラッキングでは、宛先アドレスおよび宛先ポート番号

による SYN フラッドのトラッキングとは異なる検出パラメータを使用します。次の例で、

Junos OS が、同じサーバーへの FTP 要求 (ポート 21) および HTTP 要求 (ポート 80) を

許可するポリシーを持つ場合を考えます。SYN フラッド攻撃しきい値が毎秒 1000 パケット

(pps) で、攻撃者が毎秒 999 FTP パケットおよび 999 HTTP パケットを送信しても、どちら

のパケット セット (同じ宛先アドレスとポート番号を持つように設定されている) によって

も SYN プロキシ機構はアクティブになりません。基本 SYN フラッド攻撃機構は、宛先アド

レスおよびポート番号をトラッキングしますが、どちらのセットも攻撃しきい値の 1000 pps

を超えません。ところが、宛先しきい値が 1000 pps であれば、Junos OS は同じ宛先アドレ

スをもつ FTP および HTTP パケットをともに 1 つのセットとして扱い、その宛先への 1001

番目のパケット—FTP または HTTP—を拒否します。

• Timeout（タイムアウト）—このオプションにより、不完全接続がキューからドロップされる

までの最長時間を設定できます。デフォルトは 20 秒です。タイムアウトは、0–50 秒の値を

設定できます。タイムアウト値は、正常なトラフィック状態の間に接続がドロップしない程
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度にまで、短くすることもできます。3 方向ハンドシェイク ACK 応答に対しては、20 秒が

無難なタイムアウトです。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : SYN フラッド保護を有効にする

この例では、SYN フラッド保護を有効にする方法を示します。

• 要件 972ページ

• 概要 972ページ

• 設定 972ページ

• 確認 972ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、zone-syn-flood 保護スクリーン オプションを有効にし、タイムアウト値を「20」

に設定します。フラッドが生じるゾーンも指定します。

設定

ステップごとの手順 SYN フラッド保護を有効にするには、次の操作を行います。

1. スクリーン オブジェクト名を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option zone-syn-flood tcp syn-flood timeout 20

2. ゾーン スクリーンのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen zone-syn-flood

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

zone-syn-flood および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 967ページのSYN フラッド攻撃について
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SYN フラッド保護オプションの設定（CLI 手順）

SYN フラッド パラメータを設定するには、次のコマンドを使用します。

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood attack-threshold number

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood alarm-threshold number

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood source-threshold number

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood destination-threshold number

user@host# set security screen zone-syn-flood tcp syn-flood timeout number

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : DMZ の Web サーバーに SYN フラッド保護を有効にする

この例では、DMZ の Web サーバーに SYN フラッド保護を有効にする方法を示します。

• 要件 973ページ

• 概要 973ページ

• 設定 975ページ

• 確認 978ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、外部ゾーンに対する SYN フラッド保護スクリーン オプションを有効にすること

によって、外部ゾーンから発生する SYN フラッド攻撃から DMZ ゾーンの 4 台の Web サーバー

を保護する方法を示します。

注: Junos OS が提供する、各 Web サーバー上のデバイスレベルの SYN フラッド保

護を使用して、SYN フラッド保護を強化することをお勧めします。この例では、Web

サーバーは UNIX を実行しています。UNIX で、接続要求キューの長さの調整や不完

全な接続要求のタイムアウト期間の変更などの、いくつかの SYN フラッド防御を利

用することもできます。
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図 80: デバイスレベルの SYN フラッド保護
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使用するネットワークに適した値で SYN フラッド保護パラメータを構成するには、まず典型的

なトラフィック フローの基準を確立する必要があります。例えば、1 週間にわたり、—外部ゾー

ンにバインドされたインターフェースである— ethernet3 上で探知機能を稼動させ、DMZ の 4

台の Web サーバーへ向けて到着する 1 秒あたりの新しい TCP 接続要求数を監視します。1 週

間監視を行って収集したデータを分析した結果、次の統計結果が得られました。

• サーバー 1 台あたりの新しい接続要求の平均数:250/秒

• サーバー 1 台あたりの新しい接続要求の平均ピーク数:500/秒

注: 探知機能とはネットワークを分析するデバイスで、このデバイスを装着したネッ

トワーク セグメント上のパケットをキャプチャします。ほとんどの探知機能では、

目的のトラフィックのタイプのみを収集するようにフィルタを定義できます。その

後に、収集した情報を表示し評価できます。この例では、SYN フラグが設定された

パケットを持ち、ethernet3 に到着し DMZ の 4 台の Web サーバーの中の 1 台に

向かうすべての TCP パケットを探知機能で収集することにします。定期的な間隔で

探知機能を稼動させ続け、日時、曜日、月日、または季節に応じたトラフィック パ

ターンが存在するかを確認することもできます。たとえば、企業によっては、トラ

フィックは重大なイベント時に劇的に増加することも考えられます。顕著な変化が

あれば、さまざまなしきい値に調整を行うべきです。
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この情報に基づいて、975ページの表90 に示す通り、zone_external に対して次の SYN フラッ

ド保護パラメータを設定します。

表90: SYN フラッド保護パラメータ

各値の説明値パラメータ

これは、サーバー 1 台あたり 1 秒あたりの新しい接続要求の平均ピーク数より

も 25% 高く、このネットワーク環境では異常な値です。4 台の Web サーバーの

いずれかで 1 秒あたりの SYN パケット数がこの数値を超えると、デバイスはそ

のサーバーへの新しい接続要求のプロキシを開始します。(つまり、1 秒以内の同

じ宛先アドレスとポート番号への 626 番目の SYN パケットから、デバイスはそ

のアドレスとポート番号への接続要求のプロキシを開始します)。

625 ppsAttack threshold（攻撃

しきい値）

デバイスが 1 秒間に 251 の新しい接続要求をプロキシする場合は、イベント ロ

グにアラーム エントリを作成します。アラームしきい値を攻撃しきい値より多少

高く設定すると、トラフィック スパイクが攻撃しきい値をわずかに超えたために

起こるアラーム エントリを防ぐことができます。

250 ppsAlarm threshold（ア

ラームしきい値）

ソースしきい値を設定すると、デバイスは、宛先アドレスおよびポート番号にか

かわらず、SYN パケットのソース IP アドレスをトラッキングします(このソース

ベースのトラッキングは、基本 SYN フラッド保護機構を構成する宛先アドレスお

よび宛先ポート番号に基づく、SYN パケットのトラッキングとは異なるものであ

ることに注意してください)。

アクティビティを 1 週間監視した結果、すべてのサーバーで、1 秒以内の間隔で

1 つのソースから発生する接続要求は 1/25 未満であることが観測されました。

従って、このしきい値を超える接続要求は異常であるため、デバイスでプロキシ

機構を実行するのに十分な条件となります。(25 pps は 625 pps の攻撃しきい値

の 1/25 です。)

デバイスは、同じソース IP アドレスから 25 SYN パケットをトラッキングする

と、26 番目のパケット以降、その 1 秒の残り期間と次の 1 秒間にわたり、その

ソースからの SYN パケットを拒否します。

25 ppsSource threshold（ソー

スしきい値）

宛先しきい値を設定すると、デバイスは、宛先ポート番号にかかわらず、宛先 IP

アドレスのみの個別トラッキングを実行します。4 台の Web サーバーは HTTP ト

ラフィック (宛先ポート 80) のみを受信し、—他の宛先ポート番号へのトラフィッ

クはそれらのサーバーには到達しないため—別途に宛先しきい値を設定しても利点

はありません。

0 ppsDestination threshold

（宛先しきい値）

20 秒のデフォルト値は、不完全な接続要求を保持するのに妥当な時間です。20 秒Timeout（タイムアウ

ト）

設定

CLI 簡単構成 DMZ の Web サーバーにすばやく SYN フラッド保護を設定するには、以下のコマンドをコピー

して、それを CLI に貼り付けます。

[edit]

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.2.2.1/24

set interfaces fe-1/0/0 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set security zones security-zone zone_dmz interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone zone_external interfaces fe-1/0/0.0

set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws1 1.2.2.10/32

set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws2 1.2.2.20/32

set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws3 1.2.2.30/32
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set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws4 1.2.2.40/32

set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set web_servers address

ws1

set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set web_servers address

ws2

set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set web_servers address

ws3

set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set web_servers address

ws4

set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy id_1 match

source-address any destination-address web_servers application junos-http

set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy id_1 then permit

set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood alarm-threshold 250

attack-threshold 625 source-threshold 25 timeout 20

set security zones security-zone zone_external screen zone_external-syn-flood

ステップごとの手順 SYN フラッド保護パラメータを設定するには、次の操作を行います。

1. インターフェースを設定します。

[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.2.2.1/24

user@host# set interfaces fe-1/0/0 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

user@host# set security zones security-zone zone_dmz interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security zones security-zone zone_external interfaces fe-1/0/0.0

2. アドレスを定義します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws1

1.2.2.10/32

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws2

1.2.2.20/32

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws3

1.2.2.30/32

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address ws4

1.2.2.40/32

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set

web_servers address ws1

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set

web_servers address ws2

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set

web_servers address ws3

user@host# set security zones security-zone zone_dmz address-book address-set

web_servers address ws4

3. ポリシーを設定します。

[edit]

user@host# set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy

id_1 match source-address any

user@host# set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy

id_1 match destination-address web_servers

user@host# set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy

id_1 match application junos-http

user@host# set security policies from-zone zone_external to-zone zone_dmz policy

id_1 then permit
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4. スクリーン オプションを設定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood

alarm-threshold 250

user@host# set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood

attack-threshold 625

user@host# set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood

source-threshold 25

user@host# set security screen ids-option zone_external-syn-flood tcp syn-flood

timeout 20

user@host# set security zones security-zone zone_external screen

zone_external-syn-flood

結果 設定モードで、show interfaces、show security zones、show security policies、および show

security screen コマンドを入力して、設定を確認します。意図した設定が表示されない場合

は、この例の設定指示を繰り返し、修正します。

簡単にするために、この show コマンドの出力には、この例に関係する設定のみ含めています。

システムの他の設定は、省略（...）に置き換えています。

[edit]

user@host# show interfaces

ge-0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 1.2.2.1/24;

}

}

}

fe-1/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

...

[edit]

user@host# show security zones

...

security-zone zone_dmz {

address-book {

address ws1 1.2.2.10/32;

address ws2 1.2.2.20/32;

address ws3 1.2.2.30/32;

address ws4 1.2.2.40/32;

address-set web_servers {

address ws1;

address ws2;

address ws3;

address ws4;

}

}

interfaces {
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ge-0/0/0.0;

}

}

security-zone zone_external {

screen zone_external-syn-flood;

interfaces {

fe-1/0/0.0;

}

}

[edit]

user@host# show security policies

from-zone zone_external to-zone zone_dmz {

policy id_1 {

match {

source-address any;

destination-address web_servers;

application junos-http;

}

then {

permit;

}

}

}

[edit]

user@host# show security screen

...

ids-option zone_external-syn-flood {

tcp {

syn-flood {

alarm-threshold 250;

attack-threshold 625;

source-threshold 25;

timeout 20;

}

}

}

デバイスの設定が終わったら、設定モードで「commit」と入力します。

確認

設定が正常に動作することを確認するために、次のタスクを実行します。

• DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護の確認 978ページ

DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護の確認

目的 DMZ の Web サーバーの SYN フラッド保護を確認すること。

アクション 動作モードで、show interfaces、show security zones、show security policies および show

security screen ids-option zone_external-syn-flood コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•
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SYN クッキー保護

• SYN クッキー保護について 979ページ

• 例 : SYN クッキー保護を有効にする 980ページ

SYN クッキー保護について

SYN クッキーは、SYN フラッド攻撃に対する防御と併用できるステートレス SYN プロキシ機構

です。

従来の SYN プロキシと同様、SYN クッキーは、SYN フラッド攻撃しきい値を超過した場合にア

クティブになります。ただし、SYN クッキーはステートレスなので、SYN セグメント受信時に

セッションやポリシーおよびルート ルックアップは設定せず、接続要求キューも維持しませ

ん。このため、CPU およびメモリの使用量が大幅に削減され、従来の SYN プロキシ機構に比

べ、SYS クッキーを使用する大きな利点となります。

SYN クッキーが Junos OS で有効になっており、宛先サーバーの TCP ネゴシエーション プロ

キシになる場合、ISN (Initial Sequence Number) として暗号化されたクッキーを含む SYN/ACK

を使用して、各受信 SYN セグメントに応答します。クッキーは、元のソース アドレスとポー

ト番号、宛先アドレスとポート番号、および元の SYN パケットからの ISN の MD5 ハッシュで

す。クッキーの送信後、Junos OS は元の SYN パケットをドロップし、メモリから計算された

クッキーを削除します。クッキーを含むパケットへの応答がない場合は、攻撃がアクティブ SYN

攻撃とみなされ、的確に停止させられます。

開始側ホストが TCP ACK フィールドにクッキー +1 を含む TCP パケットで応答すると、Junos

OS はクッキーを抽出し、値から 1 を引いてクッキーを再計算し、クッキーが合法的な ACK で

あることを確認します。クッキーが合法的であると確認されると、Junos OS はセッションを設

定し、元の SYN からのソース情報を含む サーバーに SYN を送信することによって、TCP プロ

キシ処理を開始します。Junos OS がサーバーから SYN/ACK を受信すると、サーバーおよび開

始側ホストに ACK を送信します。この時点で接続が確立され、ホストとサーバーは互いに直接

通信することができます。

注: SYN クッキーや SYN プロキシを使用することにより、SRX シリーズのデバイス

は、IPv6 フローで SYN フラッド攻撃からデバイス背後にある TCP サーバーを保護

することができます。

980ページの図81 に、Junos OS で SYN クッキーがアクティブの場合に、開始側ホストとサー

バー間で接続を確立する方法を示します。
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図 81: SYN クッキーがアクティブの場合の接続の確立

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : SYN クッキー保護を有効にする

この例では、SYN クッキー保護を有効にする方法を示します。

• 要件 980ページ

• 概要 980ページ

• 設定 981ページ

• 確認 981ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、external-syn-flood タイムアウト値を 20 に、外部スクリーンのセキュリティ

ゾーンを external-syn-flood に設定します。また、保護モードを syn-cookie に設定します。
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注: SYN クッキー機能は、スプーフィングされた SYN フラッド攻撃のみを検出し保

護するので、Junos OS によって保護されているホストへの悪影響を最小限にしま

す。攻撃者がスプーフィングされた IP ソースではなく、合法的な IP ソース アド

レスを使用する場合、SYN クッキー機構では攻撃を停止できません。

設定

ステップごとの手順 SYN クッキー保護を有効にするには、次の操作を行います。

1. external-syn-flood タイムアウト値を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option external-syn-flood tcp syn-flood timeout

20

2. 外部スクリーンのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone external screen external-syn-flood

3. 保護モードを設定します。

[edit]

user@host# set security flow syn-flood-protection-mode syn-cookie

4. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

external-syn-flood および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 979ページのSYN クッキー保護について

ICMP フラッド保護

• ICMP フラッド攻撃について 981ページ

• 例 : ICMP フラッド保護を有効にする 982ページ

ICMP フラッド攻撃について

ICMP フラッドは通常、ICMP エコー要求が被害者側のシステムに大量の要求を送って過負荷状

態にし、そのシステムが要求への応答にすべてのリソースを費やして、正当なネットワーク ト

ラフィックを処理できなくなった場合に発生します。

ICMP フラッド保護機能を有効にする際に、その値を超過すると ICMP フラッド攻撃保護機能を

呼び出すしきい値を設定することができます(デフォルトしきい値は、毎秒 1000 パケットで

す)。しきい値を超えると、Junos OS はその秒の残りおよび次の 1 秒間は、それ以降の ICMP

エコー要求を無視します。982ページの図82 を参照してください。
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注: ICMP フラッド攻撃には、任意のタイプの ICMP メッセージが使用される可能性

があります。したがって Junos OS は、エコー要求だけでなく、ICMP メッセージの

すべてのタイプを監視の対象とします。

図 82: ICMP フラッディング

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : ICMP フラッド保護を有効にする

この例では、ICMP フラッド保護を有効にする方法を示します。

• 要件 982ページ

• 概要 983ページ

• 設定 983ページ

• 確認 983ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。
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概要

この例では、ICMP フラッド保護を有効にします。値の単位は、ICMP パケット/秒（pps）です。

デフォルト値は 1000 pps です。フラッド発生元のゾーンを指定します。

設定

ステップごとの手順 ICMP フラッド保護を有効にするには、次の操作を行います。

1. ICMP フラッドしきい値の値を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option 1000-icmp-flood icmp flood threshold 1000

2. ゾーン スクリーンのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen 1000-icmp-flood

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

1000-icmp-flood および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 981ページのICMP フラッド攻撃について

UDP フラッド攻撃

• UDP フラッド攻撃について 983ページ

• 例 : UDP フラッド保護を有効にする 984ページ

UDP フラッド攻撃について

ICMP フラッドと同様、UDP フラッドは、有効な接続をこれ以上処理できなくなるまで被害者側

のシステムを低下させる目的で、攻撃者が UDP データグラムを含む IP パケットを送信したと

きに発生します。

UDP フラッド保護機能を有効にすると、その値を超過すると UDP フラッド攻撃保護機能を呼び

出すしきい値を設定することができます(デフォルトしきい値は、毎秒 1000 パケット（pps）

です)。1 つまたは複数のソースから単一の宛先および UDP ポートへ送信される UDP データグ

ラム数がこのしきい値を超えると、Junos OS はそれ以降、その宛先とポートの UDP データグ

ラムをその秒の残りの間および次の 1 秒間無視します。984ページの図83 を参照してください。
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図 83: UDP フラッディング

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : UDP フラッド保護を有効にする

この例では、UDP フラッド保護を有効にする方法を示します。

• 要件 984ページ

• 概要 984ページ

• 設定 984ページ

• 確認 985ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、UDP フラッド保護を有効にします。値の単位は、UDP パケット/秒（pps）です。

デフォルト値は 1000 pps です。フラッド発生元のゾーンを指定します。

設定

ステップごとの手順 UDP フラッド保護を有効にするには、次の操作を行います。

1. UDP フラッドしきい値の値を指定します。
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[edit]

user@host# set security screen ids-option 1000-udp-flood udp flood threshold 1000

2. 外部スクリーンのセキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]

user@host# set security zones security-zone external screen 1000-udp-flood

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

1000-udp-flood および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 983ページのUDP フラッド攻撃について

ランド攻撃

• ランド攻撃について 985ページ

• 例 : ランド攻撃に対する保護 986ページ

ランド攻撃について

宛先およびソース IP アドレスの両方として、被害者側の IP アドレスを含む、スプ－フィン

グされた SYN パケットを攻撃者が送信すると、SYN 攻撃と IP スプ－フィングを組み合わせた

ランド攻撃が発生します。

受信システムは、SYN-ACK パケットを自身に送信することにより応答し、アイドル タイムアウ

ト値に達するまで続く空接続を作成します。そのような空接続でシステムをフラッドすると、

システムは過負荷状態となり、DoS（サービス拒否）を引き起こす可能性があります。986ページ

の図84 を参照してください。
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図 84: ランド攻撃

ランド攻撃をブロックするためのスクリーン オプションを有効にすると、Junos OS は SYN フ

ラッド防御および IP スプーフィング保護の要素を組み合わせ、この類の攻撃試行を検出しブ

ロックします。

例 : ランド攻撃に対する保護

この例では、ランド攻撃に対して保護する方法を示します。

• 要件 986ページ

• 概要 986ページ

• 設定 986ページ

• 確認 987ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、ランド攻撃に対する保護を有効にする方法を示します。この例では、セキュリティ

スクリーン オブジェクト名を land に、セキュリティ ゾーンを zone に設定します。

設定

ステップごとの手順 ランド攻撃に対する保護を有効にするには、次の操作を行います。

1. スクリーン オブジェクト名を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option land tcp land

2. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit]
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user@host# set security zones security-zone zone screen land

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

land および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 985ページのランド攻撃について

OS 固有 DoS 攻撃

• OS 固有 DoS 攻撃概要 987ページ

• Ping of Death 攻撃 987ページ

• ティアドロップ攻撃 989ページ

• WinNuke 攻撃 991ページ

OS 固有 DoS 攻撃概要

攻撃者が、アクティブ ホストの IP アドレスおよび応答ポート番号だけでなく、その OS (オ

ペレーティング システム) も識別している場合、攻撃者は強引な攻撃を行う代わりに、1 パ

ケットまたは 2 パケットで「殺す」ことができる、より巧妙な攻撃を仕掛けることがありま

す。

Ping of Death 攻撃、ティアドロップ攻撃、WinNuke 攻撃など、OS 固有の DoS（サービス拒

否）攻撃は、最小限の努力でシステムを動作不能にできます。これらの攻撃に脆弱なホストを

Junos OS で保護している場合は、攻撃者が標的に到達する前に、Junos OS でこれらの攻撃を

検出しブロックできます。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

Ping of Death 攻撃

• Ping of Death 攻撃について 987ページ

• 例 : Ping of Death 攻撃に対する保護 988ページ

Ping of Death 攻撃について

Ping of Death のような OS 固有の DoS 攻撃は、最小限の努力でシステムを動作不能にできま

す。

最大許容 IP パケット サイズは、通常 20 バイトのパケット ヘッダーを含めて、65,535 バイ

トです。ICMP エコー要求は、8 バイトの擬似ヘッダーを持つ IP パケットです。したがって、

ICMP エコー要求のデータ領域の最大許容サイズは、65,507 バイト (65,535 - 20 - 8 = 65,507)

です。
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ただし、多くの ping 実装では、65,507 バイトを超えるパケット サイズを指定できます。過

大サイズの ICMP パケットは、DoS (サービス拒否)、クラッシュ、フリーズおよび再起動など

さまざまな有害なシステム反応を引き起こす可能性があります。

Ping of Death スクリーン オプションを有効にすると、たとえ攻撃者がパケットをフラグメン

ト化して合計パケット サイズを隠しても、Junos OS は、そのような過大で変則的なパケット

サイズを検出し拒否します。988ページの図85 を参照してください。

注: IP 規格については、RFC 791、「インターネット プロトコル」を参照してくだ

さい。ICMP 規格の詳細については、RFC 792、「インターネット制御メッセージ プ

ロトコル」を参照してください。Ping of Death 攻撃については、http:

//www.insecure.org/sploits/ping-o-death.html を参照してください。

図 85: Ping of Death

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : Ping of Death 攻撃に対する保護

この例では、ping-of-death 攻撃に対して保護する方法を示します。

• 要件 988ページ

• 概要 988ページ

• 設定 988ページ

• 確認 989ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、ping-of-death 攻撃に対する保護を有効にし、攻撃発生元のゾーンを指定します。

設定

ステップごとの手順 Ping of Death に対する保護を有効にするには、次の操作を行います。

1. スクリーン オブジェクト名を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option ping-death icmp ping-death

2. ゾーン スクリーンのセキュリティ ゾーンを設定します。
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[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen ping-death

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで how security screen ids-option

ping-death および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 987ページのPing of Death 攻撃について

ティアドロップ攻撃

• ティアドロップ攻撃について 989ページ

• 例 : ティアドロップ攻撃に対する保護 990ページ

ティアドロップ攻撃について

ティアドロップのような OS 固有の DoS （サービス拒否）攻撃は、最小限の努力で、システム

を動作不能にできます。

ティアドロップ攻撃は、フラグメント化した IP パケットの再アセンブリを利用します。IP

ヘッダー内のフィールドの 1 つにフラグメント オフセット フィールドがあります。このフィー

ルドは、フラグメント化されていない本来のパケットのデータに対して、フラグメント化され

たパケットに含まれるデータの開始位置、すなわちオフセットを示します。989ページの図86 を

参照してください。

図 86: ティアドロップ攻撃

フラグメント化した 1 つのパケットのオフセットとサイズの合計が、フラグメント化した次の

パケットのものと異なる場合、パケットは重複し、パケットを再アセンブリするサーバーがク
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ラッシュする可能性があります。 サーバーがこの脆弱性を持つ古い OS を実行している場合は

特に、クラッシュしやすくなります。990ページの図87 を参照してください。

図 87: フラグメントの不一致

ティアドロップ攻撃スクリーン オプションを有効にすると、Junos OS はフラグメント化した

パケットにこの不一致を検出するたびに、そのパケットをドロップします。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : ティアドロップ攻撃に対する保護

この例では、ティアドロップ攻撃に対して保護する方法を示します。

• 要件 990ページ

• 概要 990ページ

• 設定 990ページ

• 確認 991ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、ティアドロップ攻撃に対する保護を有効にし、攻撃発生元のゾーンを指定します。

設定

ステップごとの手順 ティアドロップ攻撃に対する保護を有効にするには、次の操作を行います。

1. スクリーン名を指定します。

[edit]

user@host# set security screen ids-option tear-drop ip tear-drop

2. スクリーンをセキュリティ ゾーンに関連付けます。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen tear-drop

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]
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user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

tear-drop および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

• 989ページのティアドロップ攻撃について

WinNuke 攻撃

• WinNuke 攻撃について 991ページ

• 例 : WinNuke 攻撃に対する保護 992ページ

WinNuke 攻撃について

WinNuke のような OS 固有の DoS （サービス拒否）攻撃は、最小限の努力で、システムを動作

不能にできます。

WinNuke とは、Windows を実行しているインターネット上の任意のコンピュータを標的とする

DoS 攻撃です。攻撃者は、接続を確立したホスト—通常は、緊急 (URG) フラグを設定した NetBIOS

ポート 139—に TCP セグメントを送信します（992ページの図88 を参照してください）。これに

よって NetBIOS フラグメントが重複し、その結果、Windows を実行している多くのシステムが

クラッシュします。攻撃されたシステムを再起動すると、攻撃が発生したことを示す次のメッ

セージが表示されます。

An exception OE has occurred at 0028: [address] in VxD MSTCP(01) +

000041AE. This was called from 0028:[address] in VxD NDIS(01) +

00008660. It may be possible to continue normally.

Press any key to attempt to continue.

Press CTRL+ALT+DEL to restart your computer.You will lose any unsaved information in all

applications.

Press any key to continue.
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図 88: WinNuke 攻撃の指標

WinNuke 攻撃防御スクリーン オプションを有効にすると、Junos OS は受信するすべての

Microsoft NetBIOS セッション サービス (ポート 139) パケットをスキャンします。Junos OS

は、これらのパケットの 1 つに URG フラグが設定されているのを観測すると、URG フラグの

設定解除、URG ポインタのクリア、修正パケットの転送を行い、イベントログにエントリを作

成して WinNuke 攻撃の試行をブロックしたことを示します。

関連項目 SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン•

例 : WinNuke 攻撃に対する保護

この例では、WinNuke 攻撃に対して保護する方法を示します。

• 要件 992ページ

• 概要 992ページ

• 設定 992ページ

• 確認 993ページ

要件

この機能を設定する前にデバイスを初期化する以外、特に設定は必要ありません。

概要

この例では、WinNuke 攻撃に対する保護を有効にし、攻撃発生元のゾーンを指定します。

設定

ステップごとの手順 WinNuke 攻撃に対する保護を有効にするには、次の操作を行います。

1. スクリーン名を指定します。
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[edit]

user@host# set security screen ids-option winnuke tcp winnuke

2. スクリーンをセキュリティ ゾーンに関連付けます。

[edit]

user@host# set security zones security-zone zone screen winnuke

3. デバイスの設定を終了したら、設定をコミットします。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく動作することを確認するには、動作モードで show security screen ids-option

winnuke および show security zones コマンドを入力します。

関連項目 • SRX シリーズデバイスとJ シリーズデバイス向けのJunos OS 機能サポートのリファレン

• 991ページのWinNuke 攻撃について
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第10部

アプリケーション識別

• Junos OS アプリケーション識別 997ページ

• AppTrack アプリケーション トラッキング 1021ページ
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第39章

Junos OS アプリケーション識別

• Junos OS アプリケーション識別サービスについて 997ページ

• アプリケーション識別アプリケーション パッケージ 998ページ

• Junos OS アプリケーション識別を無効にする（CLI 手順） 1004ページ

• ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別 1004ページ

• Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション シグネチャ定義 1005ページ

• アプリケーション システム キャッシュ 1014ページ

• メモリおよびセッション制限 1017ページ

Junos OS アプリケーション識別サービスについて

Juniper Networks は、非標準ポートで実行される TCP（伝送制御プロトコル）および UDP（ユー

ザー データグラム プロトコル）アプリケーションを検出する事前定義済みのアプリケーショ

ン シグネチャを提供します。また、カスタム アプリケーションおよびネストしたアプリケー

ション定義を作成し、事前定義済みのデータベースの一部でないアプリケーションを識別する

ことができます。これらのアプリケーションを識別すると侵入検出と防止（IDP）が有効にな

り、非標準のポートで稼動するアプリケーションに対する適切な攻撃オブジェクトが適用され

ます。また、デコーダなしでアプリケーションの攻撃シグネチャの範囲を狭くすることにより

パフォーマンスが向上します。アプリケーション識別で収集された情報は、AppTrack によって

使用され、デバイスを通過するアプリケーションに関する詳細レポートを作成することができ

ます。

アプリケーション定義はセッションの最初の数個のパケットでのパターンと一致させることで

アプリケーションを識別します。アプリケーション識別モジュールは、クライアントからサー

バーへのセッションおよびサーバーからクライアントへのセッションの両方のパターンを一致

させます。

アプリケーション識別はデフォルトで有効になっており、IDP または AppTrack ポリシでデフォ

ルト アプリケーションを設定する時に自動的にオンになります。しかしながら、ポリシ ルー

ルでアプリケーションを指定すると、アプリケーション識別は無効になり、攻撃オブジェクト

は指定されたアプリケーションに基づき適用されます。このアプリケーション設定は、自動的

に識別プロセスを上書きします。ポリシ ルールでアプリケーションを指定する方法は、659ペー

ジの「例：IDP アプリケーションおよびサービスを設定する」を参照してください。

IDP アプリケーション識別に関する情報は、725ページの「IDP アプリケーション識別について」

を参照してください。
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AppTrack に関する情報は、1021ページの「AppTrack について」を参照してください。

注: Junos OS アプリケーションの認識アプリケーション シグネチャ パッケージの

更新は、別途にライセンスの必要な契約サービスです。ご利用のデバイスにアプリ

ケーション識別アプリケーション シグネチャ更新ライセンス キーをインストール

し、Juniper Networks が提供するシグネチャ データベース更新をダウンロードし

た後にインストールする必要があります。ライセンス キーの有効期限が過ぎた場合

は、ローカル ディスクに保存されているアプリケーション パッケージのコンテン

ツの使用が続行できます。ライセンスの詳細については、セキュリティ デバイスの

Junos OS 管理ガイドを参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

• 1005ページのJunos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について

• 627ページのIDP ポリシ概要

• 726ページの攻撃オブジェクトによる IDP サービスおよびアプリケーション バインディング

について

アプリケーション識別アプリケーション パッケージ

• Junos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて 998ページ

• Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージの更新における

概要 999ページ

• Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージの手動更新にお

ける概要 1000ページ

• 例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを手動更新す

る（CLI） 1000ページ

• 例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを自動更新す

る 1001ページ

• 例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを確認す

る 1002ページ

Junos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

Juniper Networks は定期的に事前定義済みのアプリケーション識別アプリケーション パッケー

ジ データベースを更新します。そのデータベースは IDP シグネチャ データベースの一部で、

Juniper Networks のウェッブサイトで利用可能になります。このパッケージは 侵入の検出と

防止（IDP）および AppTrack で使用可能な既知のアプリケーション オブジェクトの一覧を含

み、トラフィックを一致させます。アプリケーション識別または AppTrack を設定する前にア

プリケーション パッケージをダウンロードする必要があります。

アプリケーション パッケージには、FTP および DNS のようなアプリケーション オブジェクト

や Facebook または Kazaa などのネストされたアプリケーション、そしてその他のインスタン

ト メッセンジャ プログラムが含まれます。アプリケーション データベースは設定にて表示さ
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れ、カスタム アプリケーション定義の作成が可能です。カスタム定義に関する情報は、1005ペー

ジの「Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について」を参照して

ください。IDP を有効にしていない場合は、AVT のアプリケーション識別を使用することにな

り、コマンドrequest services application-identification download を実行します。このコ

マンドは、IDP シグネチャ データベースのアプリケーション部分を抽出し、ご利用の設定にイ

ンストールします。IDP を有効にしている場合は、アプリケーション識別を使用します。IDP

シグネチャ データベース ダウンロードの実行を続行します。IDP シグネチャ データベースを

ダウンロードするには、コマンドrequest security idp security-package downloadを実行し

ます。アプリケーション パッケージ ダウンロードは手動または自動で行うことができます。

注: IDP が有効化されたデバイスでアプリケーション識別を使用する場合は、IDP

シグネチャ データベースのダウンロードのみ行うことを推奨します。それにより、

非同期になる可能性のある 2 つのバージョンのアプリケーション データベースの

混在を避けることになります。それぞれのアプリケーション データベースを含む

IDP シグネチャ データベースのダウンロードに関する情報は707ページの「IDP シグ

ネチャ データベースについて」を参照してください。

注: Junos OS アプリケーションの識別アプリケーション シグネチャ パッケージの

更新は、別途にライセンスの必要な契約サービスです。ご利用のデバイスにアプリ

ケーション識別アプリケーション シグネチャ更新ライセンス キーをインストール

し、Juniper Networks が提供するシグネチャ データベース更新をダウンロードし

た後にインストールする必要があります。ライセンス キーの有効期限が過ぎた場合

は、ローカル ディスクに保存されているアプリケーション パッケージのコンテン

ツの使用が続行できます。ライセンスの詳細については、セキュリティ デバイスの

Junos OS 管理ガイドを参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 999ページのJunos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージの更

新における概要

• 1000ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

手動更新する（CLI）

• 1001ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

自動更新する

Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージの更新における概要

Juniper Networks は定期的に事前定義済みのアプリケーション識別アプリケーション パッケー

ジ データベースを更新し、そのデータベースを Juniper Networks ウェッブサイトで利用可能

にします。アプリケーション パッケージのダウンロードは手動、もしくは自動で実行可能で

す。ダウンロード コマンドでアプリケーション パッケージのダウンロードおよびインストー

ルを行います。IDP が有効化されたデバイスでアプリケーション識別を使用する場合は、IDP

シグネチャ データベースのダウンロードのみ行うことを推奨します。それにより、非同期にな

る可能性のある 2 つのバージョンのアプリケーション データベースの混在を避けることにな
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ります。それぞれのアプリケーション データベースを含む IDP シグネチャ データベースのダ

ウンロードに関する情報は707ページの「IDP シグネチャ データベースについて」を参照してく

ださい。

注: アプリケーション パッケージのアンインストールでは、作成したカスタム ア

プリケーションまたはネストされたアプリケーション定義を削除することになりま

せん。すべての事前定義済みの Juniper アプリケーションには 「junos」 という

接頭辞が付けられています。そのためカスタム定義名には「junos」を使用しないよ

うにしてください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 1000ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

手動更新する（CLI）

•

• 1002ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

確認する

Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージの手動更新における概要

Juniper Networks は定期的に事前定義済みのアプリケーション識別アプリケーション パッケー

ジ データベースを更新し、そのデータベースを Juniper Networks ウェッブサイトで利用可能

にします。インストール プロセスを確認する、ダウンロード URL を変更する、またはカスタ

ム アプリケーションもしくはネストされたアプリケーション定義ファイルをインポートするた

めに、抽出されたパッケージは手動でダウンロードが可能です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1000ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

手動更新する（CLI）

• 1001ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

自動更新する

• 1002ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

確認する

例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを手動更新する（CLI）

開始する前に、ネットワーク インターフェースを設定します。セキュリティ デバイスの Junos

OS インターフェース設定ガイドを参照してください。

Juniper Networks は定期的に事前定義済みのアプリケーション識別アプリケーション パッケー

ジ データベースを更新し、そのデータベースを Juniper Networks ウェッブサイトで利用可能

にします。このパッケージは 侵入の検出と防止（IDP）ポリシおよび AppTrack で使用可能な

既知のアプリケーション オブジェクトの一覧を含み、トラフィックを一致させます。
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このトピックの設定説明では、アプリケーション識別アプリケーション パッケージのダウン

ロード方法およびポリシの作成方法、アクティブなポリシとしての新しいポリシの指定方法に

ついて記載しています。また、このダウンロード プロセスでは、アプリケーション パッケー

ジもインストールします。

1. アプリケーション パッケージを手動でダウンロードし更新するには、次の操作を行います。

user@host> request services application-identification download

アプリケーション パッケージの特定のバージョンをダウンロードするには、次の操作を行

います。

user@host>request services application-identification download version version-number

設定モードでアプリケーション パッケージの URL のダウンロードを変更するには、次の操

作を行います。

[edit]

user@host#set services application-identification download url URL または File Path

注: ダウンロード URL を変更し、その変更を保存したい場合は、必ず確認して

ください。

アプリケーション パッケージをアンインストールするには、次の操作を行います。

user@host>request services application-identification uninstall

2. アプリケーション パッケージの現在のバージョンを確認するには、次の操作を行います。

show services application-identification version

3. これで、アプリケーション パッケージはご利用の設定の一部となりました。CLI の設定モー

ドで、show services application-identification コマンドを入力し、設定を確認します。詳

細はJunos OS CLI リファレンスを参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

• 1001ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

自動更新する

• 1002ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

確認する

例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを自動更新する

この例は Junos OS アプリケーションの抽出されたアプリケーション パッケージを自動更新す

る方法を示しています。

• 要件 1002ページ

• 概要 1002ページ

• 設定 1002ページ

• 確認 1002ページ
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要件

開始する前に、ネットワーク インターフェースを設定します。セキュリティ デバイスの Junos

OS インターフェース設定ガイドを参照してください。

概要

Juniper Networks は定期的に事前定義済みのアプリケーション識別アプリケーション パッケー

ジ データベースを更新し、そのデータベースを Juniper Networks ウェッブサイトで利用可能

にします。この例では、ダウンロードの時間と間隔を指定します。自動ダウンロードは開始時

間を設定すると即座に有効になります。間隔を指定しない場合は、デフォルト設定の 24 時間

になります。間隔の範囲は 6 ～ 720 時間です。

注: この設定は SRX3400 などの高性能デバイスで機能します。

この例では、12 月 10 日の 11 時 59 分を開始時間として、48 時間ごとの間隔で設定します。

設定

ステップごとの手順 Junos OS アプリケーションの抽出されたアプリケーション パッケージを自動的に更新するに

は、次の操作を行います。

1. ダウンロードを行う時間と間隔を指定します。

[edit]

user@host# set services application-identification download automatic interval 48

start-time 12-10.23:59

2. デバイスの設定後、その設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作しているかを確認するには、show services application-identification コマ

ンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

• 1000ページのJunos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージの手

動更新における概要

• 1002ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

確認する

例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを確認する

Juniper Networks は定期的に事前定義済みのアプリケーション認証のアプリケーション パッ

ケージ データベースを更新し、Juniper Networks のウェッブサイトで利用可能にします。そ

のため、最新のバージョンを使用していることは重要です。
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IDP シグネチャ データベースからアプリケーション パッケージをダウンロードする際は、ダ

ウンロード コマンドを入力後にステータス メッセージが表示されます。ダウンロードが問題

なく行われると、次のメッセージが表示されます（xxxx はパッケージのバージョン番号です）。

application package xxxx is downloaded successfully

また、syslog ではダウンロードの結果を表示します。

正常なダウンロード後に設定に追加されたアプリケーション パッケージのコンテンツを表示す

るには、以下の手順を行います。

show services application-identification

それに続く出力は、アプリケーション パッケージ データベースへの最初の入力を示します。

それは事前定義済みの AIM アプリケーションです。

application junos:AIM {

type AIM;

index 61;

port-mapping {

port-range {

tcp 5190;

}

}

signature {

port-range {

tcp 0-65535;

}

client-to-server {

dfa-pattern "(\*\01[^\07]*\00.*|CONNECT login\.oscar\.aol\.com).*";

}

server-to-client {

dfa-pattern "(\*\01|HTTP/1\.[01] 200 Connection established\x0d 0a 0d 0a\x).*";

}

min-data 10;

order 9;

}

}

設定モードで現在のアプリケーション パッケージのバージョンを確認するには、以下を使用し

ます（バージョン情報は一番最初の行の項目です）。

show services application-identification

動作モードでバージョンを確認するには、以下を使用します。

show services application-identification version

パッケージ バージョン 1608 が正常にインストールされた場合は、次の出力が表示されます。

Application package version: 1608

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

• 1001ページの例:Junos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージを

自動更新する
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• 1000ページのJunos OS アプリケーション識別の抽出されたアプリケーション パッケージの手

動更新における概要

Junos OS アプリケーション識別を無効にする（CLI 手順）

アプリケーション識別はデフォルトで有効になっています。CLI でアプリケーション識別を無

効にすることができます。

アプリケーション識別を無効にするには、以下を使用します。

user@host# set services application-identification no-application-identification

アプリケーション識別を再度有効にするには、アプリケーション識別を無効にしている設定ス

テータスを以下を使用して、削除します。

user@host# delete services application-identification no-application-identification

デバイスの設定後、その設定を確定します。

構成を確認するには、show services application-identification コマンドを入力します。詳細

はJunos OS CLI リファレンスを参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別

• ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別について 1004ページ

• ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別を有効化する（CLI 手

順） 1005ページ

ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別について

アプリケーション プロトコルのカプセル化をより多く活用すると、同じレイヤ 7 プロトコル

で稼動している複数の異なるアプリケーションの認識をサポートする必要性が発生します。例

えば、Facebook および Yahoo Messenger などのアプリケーションでは、両方とも HTTP 経由

で稼動しますが、同じレイヤ 7 プロトコルで稼動する 2 つの異なるアプリケーションとして

認識される必要があります。このため、現在のアプリケーション識別のレイヤはネストされた

アプリケーションのレイヤ 7 とレイヤ 7 プロトコルという 2 つのレイヤに分割されます。

対象の事前定義済みのプリケーション シグネチャは、FTP および HTTP などの既存のレイヤ 7

プロトコル シグネチャが同じようにまだ機能しているネストされたアプリケーションのレイヤ

7 を検出するように作成されています。これらの事前定義済みのアプリケーション シグネチャ

は攻撃オブジェクトで使用可能です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

• 730ページのネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別を有効化する（CLI

手順）

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.1004

Junos OS セキュリティ設定ガイド



• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

ネストされたアプリケーションの Junos OS アプリケーション識別を有効化する（CLI 手順）

ネストされたアプリケーションのアプリケーション識別はデフォルトでオンになります。CLI

手順により、手動でそれをオフにすることができます。

ネストされたアプリケーション識別を無効にするには、以下を使用します。

1. user@host# set services application-identification nested-application-settings

no-nested-application

2. ネストされたアプリケーション識別を再度有効にするには、次の設定ステートメントを削除

します。

user@host# delete services application-identification nested-application-settings

no-nested-application

3. デバイスの設定後、その設定を確定します。

4. 構成を確認するには、show services application-identification nested-applications コマ

ンドを入力します。詳細はJunos OS CLI リファレンスを参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 730ページのネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別について

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション シグネチャ定義

• Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について 1005ページ

• 例:Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義を設定する 1006ページ

• 例:Junos OS アプリケーション識別カスタムのネストされたアプリケーション定義を設定す

る 1010ページ

Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について

アプリケーション識別は、アプリケーションおよびネストされたアプリケーションに対するユー

ザーが定義したアプリケーション定義をサポートします。カスタム アプリケーション定義で

は、事前定義済みアプリケーション パッケージの一部でないアプリケーションを検出する定義

を作成することができます。事前定義済み定義とカスタム アプリケーション定義は [services

application-identification application] 階層にあります。ネストされたアプリケーション

定義に対する事前定義済み定義とカスタム アプリケーション定義は [services

application-identification nested-application] 階層にあります。アプリケーション パッ

ケージの更新、もしくはアンインストールを実行するときは、カスタム アプリケーションは変

更または削除されません。

カスタム アプリケーション定義またはネストされたアプリケーション定義を作成する場合は、

事前定義されたアプリケーション データベースにあるエントリに対して利用するエントリが一
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意であることを確認してください。Juniper によって提供される事前に定義されたすべての定

義の名称には junos:ftp、junos:facebook のように “junos” という接頭辞が付いています。

そのため、カスタム定義に名前を付けるときにはこの接頭辞を使用しないでください。また、

カスタム アプリケーション定義とカスタムのネストされたアプリケーション定義は同じ索引

プールを共有します。そのため索引エントリは全てのアプリーション定義とネストされたアプ

リケーション カスタム定義間で一意である必要があります。アプリケーション定義パッケージ

をダウンロードすると、show services application-identification コマンドを実行すること

によって定義を表示することができます。カスタム定義を作成するための基礎となるような事

前に定義された定義を使用することができますが、利用するアプリケーション名が junos で始

まらず、それぞれの定義の索引番号が一意であることを確認してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1006ページの例:Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義を設定する

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

例:Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義を設定する

この例では、Junos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義を設定してアプ

リケーションを検出する方法を示します。

• 要件 1006ページ

• 概要 1006ページ

• 設定 1008ページ

• 確認 1009ページ

要件

この機能を設定する前に、デバイスの初期化以外の特別な構成は必要ありません。

概要

アプリケーション識別は、デバイスを通過するアプリケーションを検出するためのカスタム ア

プリケーション定義をサポートします。カスタム定義を設定する場合は、その定義が一意であ

ることを確認します。

1006ページの表91 では、アプリケーションに対するカスタムおよび事前定義済みのそれぞれの構

成パラメータを比較しています。これらの相違点は、事前定義された定義に対するカスタム ア

プリケーション定義は一意であることが明らかです。そのため事前定義されたアプリケーショ

ン パッケージが更新または削除された場合でも、これらの定義は削除されません。

表91: カスタム アプリケーション定義および事前定義済みの定義の比較

カスタム事前定義済み

索引範囲：32,768 ～ 65,534索引範囲：1 ～ 32,767

名前の接頭辞はユーザー定義（junos は事前構成済みのシグネチャ

専用）

名前の接頭辞 junos

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.1006

Junos OS セキュリティ設定ガイド



表91: カスタム アプリケーション定義および事前定義済みの定義の比較 （続き）

カスタム事前定義済み

全てのアプリケーションとネストされたアプリケーションの序列

フィールドは一意

全てのアプリケーションとネストされたアプリケーションの序列

フィールドは一意

1007ページの表92 は、カスタム アプリケーション定義を作成するために利用可能な属性の一覧

と説明です。階層レベルは [edit services application-identification application

application-name] です。

表92: カスタム アプリケーション定義属性

説明属性

カスタム アプリケーション定義の名前。最長 32 文字の一意の名前でなければなり

ません。（必須）

application-name

このアプリケーションに対するトラフィックを一致させない。デフォルトではオフ。disable

アプリケーション名にそれぞれ割り当てられる番号は、各シグネチャ定義が一意で

あることを確定するために使用されます。事前定義済みのアプリケーションの索引

範囲は 1 ～ 32,767 です。カスタム アプリケーションとカスタムのネストされた

アプリケーションの索引範囲は 32,768 ～ 65,534 です（必須）。

index

シグネチャ属性

パターン一致に対するアプリケーション シグネチャ属性を定義します。（必須）シグネチャ

クライアントからサーバー側へのトラフィックの属性を定義します。

dfa-pattern:最大長は 1,023 です（オプション）。

regex:クライアントからサーバー側へのトラフィックに一致させる正規表現を入力

します。

client-to-server

このアプリケーションを識別するために使用しないシグネチャ方式の方法を切り替

えます。デフォルトではオフです。

disable

dfa-pattern に適用するバイトまたはパケットの最小数デフォルトでは 10、範囲は

4 ～ 1,024 です。

min-data

同じセッションに一致する複数のパターンが存在する場合は、優先順位は小さい数

字から始まります。一意である必要があります。（必須）

order

デフォルト範囲：TCP/0 ～ 65,535; UDP/0 ～ 65,535。（オプション）port-range

サーバーからクライアント側へのトラフィックの属性を定義します。

dfa-pattern:最大長は 1,023 です（オプション）。

regex:サーバーからクライアント側へのトラフィックに一致させる正規表現を入力

します。

server-to-client
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この例では、my-app という名前のアプリケーションを識別します。このアプリケーションは

TCP ポート6400 上の HTTP プロトコルを経由し、TCP 0 ～65535 というシグネチャ ポート範

囲で作動します。このシグネチャのクライアントからサーバー側、およびサーバーからクライ

アント側の dfa パターンを \xff\x[\xfa-\xff].* と設定します。次に、シグネチャの最小デー

タ値を 2 に設定し、シグネチャ序列を 102 に設定します。

設定

CLI 簡単構成 カスタム アプリケーション定義を簡単に設定するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペー

ストします。

[edit]

set services application-identification application my-app type HTTP index 33000 signature

port-range tcp 0–65535

set services application-identification application my-app signature client-to-server

dfa-pattern \xff\x[\xfa-\xff].*

set services application-identification application my-app signature server-to-client

dfa-pattern \xff\x[\xfa-\xff].*

set services application-identification application my-app signature min-data 2 order 102

ステップごとの手順 次の例では、設定階層のさまざまなレベルへ移動する必要があります。この方法については、

設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

カスタム アプリケーション定義を設定するには、次の操作を行います。

1. カスタム アプリケーションに対するポリシで使用するアプリケーション名を設定します。

[edit services application identification]

user@host# set application my-app

2. アプリケーション タイプを設定します。

[edit services application identification]

user@host# set application my-app type HTTP

3. 索引番号を設定します。

[edit services application identification]

user@host# set application my-app index 33000

4. シグネチャ ポート範囲で開始することによるシグネチャ情報を設定します。

[edit services application identification]

user@host# set application my-app signature port-range tcp 0–65535.

5. シグネチャのクライアントからサーバー側への dfa パターンを設定します。

[edit services application identification]

user@host# set application my-app signature client-to-server dfa-pattern

\xff\x[\xfa-\xff].*

6. シグネチャのサーバーからクライアント側への dfa パターンを設定します。

[edit services application identification]

user@host# set application my-app signature server-to-client dfa-pattern

\xff\x[\xfa-\xff].*

7. シグネチャの最低データ値を設定します。

[edit services application identification]
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user@host# set application my-app signature min-data 2

8. シグネチャ順序を設定します。

[edit services application identification]

user@host# set application my-app signature order 102

結果 設定モードで、show services application-identification コマンドを入力することによって設

定を確定します。意図している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返

して、設定を訂正してください。

[edit]

user@host# show services application-identification

application my-app {

type HTTP;

index 33000;

signature {

port-range {

tcp 0-65535;

}

client-to-server {

dfa-pattern "\xff\x[\xfa-\xff].*";

}

server-to-client {

dfa-pattern "\xff\x[\xfa-\xff].*";

}

min-data 2;

order 102;

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• カスタム アプリケーション定義を確認する 1009ページ

カスタム アプリケーション定義を確認する

目的 カスタム定義が定義されているかを確認する。

アクション 動作モードで、show services application-identification コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1005ページのJunos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 728ページの例:アプリケーション識別に対する IDP ポリシを設定する
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例:Junos OS アプリケーション識別カスタムのネストされたアプリケーション定義を設定する

この例では、Junos OS アプリケーション識別カスタムのネストされたアプリケーション定義を

設定する方法を示します。

• 要件 1010ページ

• 概要 1010ページ

• 設定 1011ページ

• 確認 1014ページ

要件

開始する前に、ネットワーク インターフェースを設定します。セキュリティ デバイスの Junos

OS インターフェース設定ガイドを参照してください。

概要

アプリケーション識別は、デバイスを通過するネストされたアプリケーションを検出するため

に、カスタムのネストされたアプリケーション定義をサポートします。カスタム定義を設定す

る場合は、その定義が一意であることを確認します。

1010ページの表93 では、ネストされたアプリケーションに対するカスタムおよび事前構成済みの

それぞれの構成パラメータを比較しています。これらの相違点は、事前定義された定義に対す

るカスタムのネストされたアプリケーション定義は一意であることが明らかです。そのため事

前定義されたアプリケーション パッケージが更新または削除された場合には、これらは削除さ

れません。

表93: カスタムのネストされたアプリケーション定義および事前定義済みの定義パラメータの比較

カスタム事前定義済み

索引範囲：32,768 ～ 65,534索引範囲：1 ～ 32,767

名前の接頭辞：一意でなく、junos である必要はない名前の接頭辞：junos

順番フィールド：全てのアプリケーションおよびネストされたア

プリケーションに対して一意

順番フィールド：全てのアプリケーションおよびネストされたアプ

リケーションに対して一意

1010ページの表94 は、カスタムのネストされたアプリケーション定義を作成するために利用可能

な属性の一覧と説明です。階層レベルは [edit services application-identification

nested-application nested-application-name] です。

表94: カスタムのネストされたアプリケーション定義属性

説明属性

カスタムのネストされたアプリケーション定義の名前最長 32 文字の一意の名前で

なければなりません。（必須）

nested-application-name
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表94: カスタムのネストされたアプリケーション定義属性 （続き）

説明属性

アプリケーション名にそれぞれ割り当てられる番号は、各シグネチャ定義が一意で

あることを確定するために使用されます。事前定義済みのアプリケーションの索引

範囲は 1 ～ 32,767 です。カスタム アプリケーションとカスタムのネストされた

アプリケーションの索引範囲は 32,768 ～ 65,534 です（必須）。

index

ネストされたアプリケーションを識別するために監視されるプロトコルHTTP はサ

ポートされます。

protocol

シグネチャ属性

カスタムのネストされたアプリケーション シグネチャ定義の名前最長 32 文字の一

意の名前でなければなりません。（必須）

signature name

シグネチャは複数のメンバを含むことができます。チェーンオーダーがオンになっ

ている場合は、これらのメンバは順番に読み込まれます。このオプションのデフォ

ルトにはチェーン オーダーがありません。シグネチャに 1 人のメンバーのみが含

まれる場合は、このオプションは無視されます。

chain-order

適合が行われる前に発生するトランザクションの最大メンバ数maximum-transactions

カスタムのネストされたアプリケーション シグネチャ定義のメンバ名を定義しま

す。カスタム定義はアプリケーションの属性を定義する複数のメンバを含むことが

できます。（メンバ名の範囲は m01 ～ m16 です。）

member name

http-url のようなサービス指定のコンテキストを定義します。context

パターン一致に適用するパケットの接続方向。オプションは任意、クライアントか

らサーバー、サーバーからクライアントです。

direction

コンテキストで一致させる dfa パターンを定義します。pattern

同じセッションに一致する複数のパターンが存在する場合は、優先順位は小さい数

字から始まります。一意である必要があります。（必須）

order

この例では、HTTP 経由で作動する Social-Website と呼ばれるネストされたアプリケーション

に対する my-nested-app と名前の付いたアプリケーションを識別します。

my-nested-app-sig:Social-Website というシグネチャ名で開始することによってシグネチャ情

報を設定し、m01 と名前を付けられたメンバを作成します。http-header-host へのコンテキス

トを設定し、パターンを ".*(facebook\.com|fbcdn\.net)" と設定します。また、クライアン

トからサーバへの方向を設定し、最大トランザクションを 3 に指定します。最終的に、このシ

グネチャに対する一致順番を 5 に設定します。

設定

CLI 簡単構成 カスタムのネストされたアプリケーション定義を簡単に設定するには、次のコマンドをコピー

し、CLI にペーストします。

[edit]
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set services application identification nested-application my-nested-app type HTTP index

34000 signature my-nested-app-sig:Social-Website member m01 context http-header-host

pattern ".*(facebook\.com|fbcdn\.net)"; direction client-to-server

set services application identification nested-application my-nested-app signature

my-nested-app-sig:Social-Website maximum-transactions 3 order 5
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ステップごとの手順 次の例では、設定階層のさまざまなレベルへ移動する必要があります。この方法については、

設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

カスタムのネストされたアプリケーション定義を作成するには、次の操作を行います。

1. アプリケーションの名前とタイプを設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-nested-app type HTTP

2. 索引番号を設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-app index 34000

3. シグネチャ情報を設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-nested-app signature

my-nested-app-sig:Social-Website

4. アプリケーション属性を定義するシグネチャに対する m01 と名前を付けられたメンバを作

成します。（メンバ名の範囲は m01 ～ m16 です。）

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-nested-app signature

my-nested-app-sig:Social-Website member m01

5. アプリケーションを一致させるために使用するコンテキストを設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-nested-app signature

my-nested-app-sig:Social-Website member m01 context http-header-host

6. 一致させるパターンを設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-nested-app signature

my-nested-app-sig:Social-Website member m01 pattern ".*(facebook\.com|fbcdn\.net)";

7. トラフィックを一致させる方向を指定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-nested-app signature

my-nested-app-sig:Social-Website member m01 direction client-to-server

8. 一致のためのトランザクションの最大数を 3 に設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-nested-app signature

my-nested-app-sig:Social-Website maximum-transactions 3

9. このシグネチャに対する一致順序を 5 設定します。

[edit services application identification]

user@host# set nested-application my-nested-app signature

my-nested-app-sig:Social-Website order 5

結果 設定モードで、show services application-identification コマンドを入力することによって設

定を確定します。意図している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返

して、設定を訂正してください。
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[edit]

user@host# show services application-identification

nested-application my-nested-app {

type HTTP;

index 34000;

signature my-nested-app-sig:Social-Website {

member m01 {

context http-header-host;

pattern ".*(facebook\.com|fbcdn\.net)";

direction client-to-server;

}

maximum-transactions 3;

order 5;

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• カスタムのネストされたアプリケーション定義を確認する 1014ページ

カスタムのネストされたアプリケーション定義を確認する

目的 カスタムのネストされた定義が定義されているかを確認する。

アクション 動作モードで、show services application-identification コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1005ページのJunos OS アプリケーション識別カスタム アプリケーション定義について

• 998ページのJunos OS アプリケーション識別のアプリケーション パッケージについて

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

アプリケーション システム キャッシュ

• アプリケーション システム キャッシュについて 1015ページ

• アプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報を非アクティブ化する

（CLI 手順） 1015ページ

• ネストされたアプリケーション識別に対するアプリケーション システム キャッシュ情報に

ついて 1016ページ

• ネストされたアプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報を非アク

ティブ化する（CLI 手順） 1016ページ

• アプリケーション システム キャッシュ統計を確認する 1017ページ
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アプリケーション システム キャッシュについて

アプリケーション システム キャッシュ（ASC）はアプリケーション タイプとそれに対応する

宛先 IP アドレス、宛先ポート、プロトコル タイプ、サービス間のマッピングを保存します。

アプリケーションが識別されると、特定のシステムで作動しているアプリケーションに対して

1 つのパターン一致のみが必要になるようにその情報は ASC に保存されます。それよって識別

プロセスが効率よく進みます。

一致したシグネチャがクライアントからサーバー側、サーバーからクライアント側の両方のパ

ターンを含んでいる場合のみに、1 つのマッピングが ASC で保存されます。このプロセスは、

別のアプリケーションとしてみなされるように、正規のサーバー ポート経由で不正なパケット

を送信する可能性のあるハッカーからシステムを保護します。

デフォルトでは、ASC は 3,600 秒間はマッピング情報を保存します。また、CLI を使用するこ

とによってキャッシュのタイムアウト値を設定することができます。

動作への影響を最小限にするため、TCP (伝送制御プロトコル) または UDP (ユーザー データ

グラム プロトコル）トラフィックがキャッシュ ルックアップを開始したときのみに、アプリ

ケーション システムのキャッシュはリフレッシュされます。キャッシュ ルックアップがない

場合は、キャッシュのタイムアウト後にも ASC のエントリは変更されないままになります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 1017ページのアプリケーション システム キャッシュ統計を確認する

アプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報を非アクティブ化する（CLI 手順）

アプリケーション キャッシュはデフォルトでオンになっています。CLI 手順により、手動でオ

ンにすることができます。

user@host# set services application-identification no-application-system-cache

アプリケーション システム キャッシュ（ASC）の CLI 操作モードで show コマンドを使用す

ると、アプリケーション キャッシュが off としてリストされます。キャッシュに以前の実装

のデータを含む場合は、キャッシュされたデータもまた表示されます。

user@host> show services application-identification application-system-cache

Application System Cache Configurations:

application-cache: off

nested-application-cache: off

cache-entry-timeout: 3600 seconds

pic: 2/0

Vsys-ID IP address Port Protocol Application

0 5.0.0.1 80 TCP HTTP

0 7.0.0.1 80 TCP HTTP:FACEBOOK

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1017ページのアプリケーション システム キャッシュ統計を確認する

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて
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ネストされたアプリケーション識別に対するアプリケーション システム キャッシュ情報について

ネストされたアプリケーション識別情報は、処理性能を強化するためにアプリケーション シス

テム キャッシュに保存されます。異なるアプリケーションが認識されると、ASC は更新されま

す。ネストされたアプリケーション情報がキャッシュされない環境の場合にのみ、以下のよう

になります。

• ネストされたアプリケーション識別に対して、アプリケーション システム キャッシュはオ

フになります。

• 一致したアプリケーション シグネチャはクライアントからサーバー側のメンバのみを所有し

ます。

• トランザクションでのサーバーからクライアントへの有効な応答は表示されません。このこ

とは、攻撃者が ASC を感染させることを目的として、不正なクライアントからサーバへの要

求を送信することを阻止するために行います。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 1017ページのアプリケーション システム キャッシュ統計を確認する

ネストされたアプリケーション識別のアプリケーション システム キャッシュ情報を非アクティブ化する
（CLI 手順）

ネストされたアプリケーションのキャッシュはデフォルトでオンになります。CLI 手順により、

手動でオンにすることができます。

user@host# set services application-identification nested-application-settings

no-application-system-cache

アプリケーション システム キャッシュ（ASC）の CLI 操作モードで show コマンドを使用す

ると、アプリケーション キャッシュおよびネストされたアプリケーション キャッシュは off

としてリストされます。キャッシュに以前の実装のデータを含む場合は、キャッシュされたデー

タもまた表示されます。

user@host> show services application-identification application-system-cache

Application System Cache Configurations:

application-cache: off

nested-application-cache: off

cache-entry-timeout: 3600 seconds

pic: 2/0

Vsys-ID IP address Port Protocol Application

0 5.0.0.1 80 TCP HTTP

0 7.0.0.1 80 TCP HTTP:FACEBOOK

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 730ページのネストされたアプリケーションの IDP アプリケーション識別を有効化する（CLI

手順）

• 1017ページのアプリケーション システム キャッシュ統計を確認する
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• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

アプリケーション システム キャッシュ統計を確認する

目的 アプリケーション システム キャッシュ（ASC）統計を確認します。

注: アプリケーション システム キャッシュはアプリケーション識別アプリケーショ

ンおよびネストされたアプリケーションのキャッシュを表示します。

アクション CLI 操作モードで、show services application-identification application-system-cache コマ

ンドを入力します。

出力例

user@host> show services application-identification application-system-cache

Application System Cache Configurations:

application-cache: on

nested-application-cache: on

cache-entry-timeout: 3600 seconds

pic: 2/0

Vsys-ID IP address Port Protocol Application

0 5.0.0.1 80 TCP HTTP

0 7.0.0.1 80 TCP HTTP:FACEBOOK

意味 出力で ASC 統計情報のサマリを表示します。以下の情報を確認します。

• Vsys-ID — 仮想システム識別番号を表示します。

• IP アドレス — 宛先アドレスを表示します。

• ポート — サーバーの宛先ポートを表示します。

• サービス — 宛先ポートで識別されたサービス名またはアプリケーション名を表示します。

show security idp application-identification application-system-cache 出力のさらに詳しい

説明は、Junos OS CLI リファレンスを参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 731ページのIDP アプリケーション システム キャッシュについて

• 729ページのIDP ポリシのアプリケーション識別を無効にする（CLI 手順）

メモリおよびセッション制限

• Junos OS アプリケーション識別サービスに対するメモリおよびセッション制限設定につい

て 1018ページ

• 例:Junos OS アプリケーション識別サービスでのメモリおよびセッション制限を設定す

る 1019ページ
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Junos OS アプリケーション識別サービスに対するメモリおよびセッション制限設定について

設定を行うことで、アプリケーション識別を実行するセッション数を制限することができ、ま

たアプリケーション識別に使用するメモリを制限することも可能です。

• セッションのメモリ制限 — メモリ バイトの最大数を設定し、1 つの TCP または UDP セッ

ションに対するアプリケーション識別のパケットの節約に役立てることができます。また、

アプリケーション識別に対する全体的なメモリ使用量の制限を設定することもできます。シ

ステムがセッションに指定したメモリ制限に到達した後に、セッションに対するアプリケー

ション識別が無効になります。一方で、アプリケーション識別はパターン一致を続行します。

一致したアプリケーションはキャッシュに保存されるので、次のセッションでそれを使用す

ることができます。このことでシステムは、意図的に大容量のクライアントからサーバーへ

のパケットを送信することによりアプリケーション識別を回避しようとする攻撃者から保護

されます。

• セッション数 — 同時にアプリケーション識別を実行することができるセッションの最大数を

設定することができます。システムが指定したセッション数に到達した後は、アプリケーショ

ン識別は無効になります。セッション数を制限することで、接続要求が殺到し、システム上

で割り当てられたリソースを使い切ってしまった場合に生じるサービス拒否（DoS）攻撃を阻

止することができます。

1018ページの表95 では、SRX3400、SRX3600、SRX5600 および SRX5800 デバイスの中心点（CP）

におけるセッション容量を示しています。

表95: アプリケーション識別サービスの最大 CP セッション

中心点（CP）最大セッションSRX サービス デバイス

コンボモード CP2,250,000SRX3400

コンボモード CP2,250,000SRX3600

CP 全体

コンボモード CP

10,000,000

2,250,000

SRX5600

CP 全体

コンボモード CP

10,000,000

2,250,000

SRX5800

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて

• 735ページの例:IDP アプリケーション識別サービスでのメモリおよびセッション制限を設定す

る
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例:Junos OS アプリケーション識別サービスでのメモリおよびセッション制限を設定する

この例では、Junos OS アプリケーション識別サービスでのメモリおよびセッションの制限の設

定方法を示します。

• 要件 1019ページ

• 概要 1019ページ

• 設定 1019ページ

• 確認 1019ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• ネットワーク インターフェースを設定します。セキュリティ デバイスの Junos OS インター

フェース設定ガイドを参照してください。

• アプリケーション パッケージをダウンロードします。999ページの「Junos OS アプリケーショ

ン識別の抽出されたアプリケーション パッケージの更新における概要」を参照します。

概要

この例では、同時にアプリケーション識別を作動するセッションの最大数を 600 として設定し

ます。また、TCP セッションでのアプリケーション識別のためにパケットに使用可能なメモリ

の最大容量として 5000 バイトに設定します。

設定

ステップごとの手順 Junos OS アプリケーション識別サービスに対するメモリおよびセッションの制限を設定するに

は、次の操作を行います。

1. アプリケーション識別に対するセッション制限を指定します。

[edit]

user@host# set services application-identification max-sessions 600

2. アプリケーション識別に対するメモリ制限を指定します。

[edit]

user@host# set services application-identification max-tcp-session-packet-memory

5000

3. デバイスの設定後、その設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作しているかを確認するには、show services application-identification コマ

ンドを入力します。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス

• Junos OS CLI リファレンス
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• 734ページのIDP アプリケーション識別に対するメモリおよびセッション制限設定について

• 997ページのJunos OS アプリケーション識別サービスについて
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第40章

AppTrack アプリケーション トラッキング

• AppTrack について 1021ページ

• AppTrack 使用状況 1022ページ

AppTrack について

アプリケーション トラッキング ツールである AppTrack はネットワークの帯域幅の使用状況

を解析するための統計を提供します。有効になると、AppTrack は指定したゾーンでのアプリ

ケーション フローに対するバイト数、パケット数、および継続時間の統計を収集します。デ

フォルトでは、各セッションが閉じると、AppTrack はセッションのバイト数、パケット数、お

よび継続時間が記載されたメッセージを生成し、その情報をホスト デバイスに送信します。

STRM（Security Threat Response Manager）はデータを取得し、フローベースのアプリケーショ

ン可視性を提供します。

AppTrack メッセージはセッション ログと類似していて、syslog 形式または structured syslog

形式を使用します。また、メッセージにはセッションのアプリケーション フィールドが含まれ

ます。AppTrack がカスタムの定義されたアプリケーションを識別し、適切な名前を返すと、カ

スタム アプリケーション名にはログ メッセージが含まれます。（更新メッセージがトリガさ

れた場合にアプリケーション識別プロセスが失敗、もしくは完了しなかったときは、メッセー

ジはアプリケーション フィールドに none と表示されます。）

ゾーンの AppTrack を有効にし、session-update-interval 時間を指定した場合は、パケットが

受信される度に、セッションの開始からの経過時間、または前回の更新からの経過時間が更新

間隔を超えているのかを AppTrack は確認します。その場合は、AppTrack はカウントを更新

し、更新メッセージをホストに送信します。短期セッションの開始と終了が更新間隔内にある

場合は、AppTrack はセッションが終わるときのみにメッセージを生成します。

初回更新メッセージを、指定した更新間隔よりも早く受信したい場合は、first-update-interval

を使用します。first-update-interval を使用すると、最初の更新の間隔のみを短くできます。

あるいは、first-update オプションを使用することによって、セッション開始での初回更新メッ

セージを生成することができます。

注: first-update オプションおよび first-update-interval オプションの両方を指

定する場合は、セッションが開始したときに AppTrack は更新メッセージを送信し

ます。この場合は、first-update-interval は無視され、次の完全な更新間隔が経過

した後に、2 回目のメッセージが送信されます。
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終了メッセージは前回の統計を更新し、セッション終了の説明を提供します。次のコードが使

用されます。

TCP RST —いずれかの端点から受信した RST

TCP FIN —いずれかの端点から受信した FIN

応答受信済み —パケット要求の応答受信済み（icmp req-reply など）

ICMP エラー —ICMP エラー受信済み（dest unreachable など）

エージアウト —セッションがエージアウトです。

ALG —ALG がセッションを閉じました。

IDP —IDP がセッションを閉じました。

親が閉じられました —親セッションが終了しました。

CLI —セッションは CLI ステートメントによってクリアされました。

ポリシ削除 —削除用にマークされたポリシ

AppTrack 使用状況

• 例:AppTrack を設定する 1022ページ

• 例:AppTrack 操作を確認する（CLI） 1025ページ

例:AppTrack を設定する

この例では、ネットワークの帯域幅の使用状況を解析を可能にする AppTrack トラッキング

ツールを設定する方法を示しています。

• 要件 1022ページ

• 概要 1022ページ

• 設定 1023ページ

• 確認 1024ページ

要件

AppTrack を設定する前に、AppTrack および Junos OS アプリケーション識別についての概念

について理解していることは重要です。1021ページの「AppTrack について」および997ページの

「Junos OS アプリケーション識別サービスについて」を参照してください。

概要

アプリケーション識別はデフォルトで有効になっており、IDP または AppTrack ポリシでデフォ

ルト アプリケーションを設定したときに自動的にオンになります。この例では trust と名前

の付けられたセキュリティ ゾーンでのアプリケーション トラッキングを有効にする方法を示

します。また、この例では AppTrack メッセージを受け取るためのリモートの syslog デバイ

ス設定方法も示しています。セキュリティ ログをエクスポートする際に使用されるソース IP

アドレスは 5.0.0.254 で、セキュリティ ログは 5.0.0.1 というアドレスにあるホストに送信

されます。最初のメッセージはセッション開始の 1 分後に生成され、セッションが終了するま
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での 4 分毎に更新メッセージが送信されます。最後のメッセージはセッション終了の際に送信

されます。

設定

CLI 簡単構成 AppTrack を簡単に設定するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペーストします。

[edit]

set security log format syslog

set security log source-address 5.0.0.254

set security log stream idpdata host 5.0.0.1

set security zones security-zone trust application- tracking

set security application-tracking session-update-interval 4

set security application-tracking first-update-interval 1

ステップごとの手順 次の例では、設定階層のさまざまなレベルへ移動する必要があります。この方法については、

設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

AppTrack を設定するには、次の操作を行います。

1. リモートの syslog デバイスを設定して、AppTrack メッセージを受信します。

[edit]

user@host# set security log format syslog

user@host# set security log source-address 5.0.0.254

user@host# set security log stream idpdata host 5.0.0.1

2. セキュリティ ゾーンに対する AppTrack を有効にします。

[edit security（セキュリティの編集）]

user@host# set zones security-zone trust application-tracking

3. 指定した間隔で更新メッセージを生成します。

[edit security（セキュリティの編集）]

user@host# set application-tracking session-update-interval 4

4. セッション開始後に、指定した間隔で最初のメッセージを生成します。

[edit security（セキュリティの編集）]

user@host# set application-tracking first-update-interval 1

または、セッション開始でメッセージを生成し、5 分毎に更新メッセージを送信するに

は、first-update-interval オプションの代わりに first-update オプションを使用しま

す。

[edit security（セキュリティの編集）]

user@host# set application-tracking first-update

注: first-update オプションおよび first-update-interval オプションの両方

を指定する場合は、first-update-interval 値は無視されます。

結果 show security および show security application-tracking コマンドを入力することで、設定

モードで使用中の設定を確認することができます。意図している設定に出力が表示されない場

合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正してください。
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簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

[edit]

user@host# show security

...

application-tracking {

first-update-interval 1;

session-update-interval 4;

...

log {

format syslog;

source-address 5.0.0.254;

stream idpdata {

host {

5.0.0.1;

}

}

}

user@host# show security application-tracking

...

security-zone trust {

application-tracking;

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• AppTrack 操作を確認する 1024ページ

• セキュリティ フロー セッション統計を確認する 1024ページ

• アプリケーション システム キャッシュ統計を確認する 1025ページ

• アプリケーション識別カウンタ値の状態を確認する 1025ページ

AppTrack 操作を確認する

目的 AppTrack カウンタを定期的に表示し、トラッキングを監視します。

アクション 動作モードで、show application-tracking counters コマンドを入力します。

セキュリティ フロー セッション統計を確認する

目的 show security flow session コマンド出力のセッション統計を使用してログされたメッセージで

のバイト数およびパケット数を比較します。

アクション 動作モードで、show security flow session コマンドを入力します。
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アプリケーション システム キャッシュ統計を確認する

目的 show services applications-identification application-system-cache コマンドの出力で、アプ

リケーションに対する IP アドレス、ポート、プロトコル、サービスなどのキャッシュ統計を

比較します。

アクション 動作モードで、show services applications-identification application-system-cache コマンド

を入力します。

アプリケーション識別カウンタ値の状態を確認する

目的 show services applications-identification counter コマンド出力で、アプリケーション識別カ

ウンタ値のセッション統計を比較します。

アクション 動作モードで、show services application-identification counter コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

例:AppTrack 操作を確認する（CLI）

次の例では、AppTrack 操作を監視する 2 通りの方法を提示します。

• AppTrack カウンタを定期的に表示し、トラッキングを監視します。

user@host> show security application-tracking counters

AVT counters: Value

Session create messages 1

Session close messages 1

Session volume updates 0

Failed messages 0

• show コマンド出力のセッション統計を使用してログされたメッセージにおけるバイト数およ

びパケット数を比較します。

user@host> show security flow session

Flow Sessions on FPC6 PIC0:

Session ID: 120000044, Policy name: policy-in-out/4, Timeout: 1796, Valid

In: 4.0.0.1/39075 --> 5.0.0.1/21;tcp, If: ge-0/0/0.0, Pkts: 22, Bytes: 1032

Out: 5.0.0.1/21 --> 4.0.0.1/39075;tcp, If: ge-0/0/1.0, Pkts: 24, Bytes: 1442

Valid sessions: 1

Pending sessions: 0

Invalidated sessions: 0

Sessions in other states: 0

Total sessions: 1

セッション統計でのバイト総数およびパケット総数は AppTrack によってログされたカウン

ト数と近い数値でなければなりませんが、全く同じではない場合があります。AppTrack は受

信バイトおよびパケットのみを計上します。システムで生成されたパケットは総数には含ま

れず、ドロップされたパケットは差し引かれません。
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コマンド オプションの説明と値については、Junos OS CLI リファレンスを参照してください。

イベントの監視、およびシステム ログ ファイルの管理についての一般的な情報は、セキュリ

ティ デバイスの Junos OS 管理ガイドを参照してください。
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第11部

シャーシ クラスタ

• シャーシ クラスタ 1029ページ
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第41章

シャーシ クラスタ

• シャーシ クラスタ概要 1029ページ

• シャーシ クラスタの形成について 1030ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループ 1031ページ

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェース 1055ページ

• シャーシ クラスタの条件付ルート通知 1069ページ

• シャーシ クラスタ制御プレーン 1074ページ

• シャーシ クラスタ データ プレーン 1088ページ

• シャーシ クラスタ有効化の結果 1097ページ

• シャーシ クラスタを構築する 1109ページ

• シャーシ クラスタのアップグレード 1129ページ

• シャーシ クラスタを無効にする 1133ページ

• シャーシ クラスタでのマルチキャスト ルーティングについて 1133ページ

• 非対称シャーシ クラスタ配備 1134ページ

• アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備（J シリーズ デバイス） 1149ページ

• アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備（SRX シリーズ デバイス） 1164ページ

• IPsec トンネルを使用するアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備 1193ページ

• シャーシ クラスタ化の制限 1212ページ

シャーシ クラスタ概要

シャーシのクラスタ化は、同種類のサポートされている SRX シリーズ デバイスもしくは J シ

リーズ デバイスのペアを 1 つのクラスタにグループ化することによってネットワーク ノード

の冗長を提供します。デバイスは Junos OS の同じバージョンで作動している必要があります。

それぞれのノードにある管理ポートは、設定とカーネルの状態を同期する制御プレーンを形成

するために接続され、それによりインターフェースとサービスの高可用性を促進します。同様

に、それぞれのノードにあるデータ プレーンはファブリック ポート経由で接続され、統合さ

れたデータプレーンを形成します。ファブリック リンクによって、ノード間のフロー プロセ

スの管理、およびセッション冗長の管理が可能になります。

制御プレーンのソフトウェアはアクティブ モード、もしくはバックアップ モードで作動しま

す。シャーシ クラスタとして構成された場合は、2 つのノードはそれぞれをバックアップし、

システムまたはハードウェアの障害の場合にプロセスとサービスのステートフル フェールオー

1029Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



バーを確保しながら 1 つのノードがプライマリ デバイスとして機能し、もう一方がセカンダ

リ デバイスとして機能します。プライマリ デバイスに障害が起きた場合、セカンダリ デバイ

スがトラフィックのプロセスを引き継ぎます。

データ プレーンのソフトウェアはアクティブ/アクティブ モードで作動します。シャーシ ク

ラスタでは、トラフィックがどちらかのデバイスを通過するときに、セッション情報が更新さ

れます。フェールオーバーが発生した場合に確立したセッションがドロップしないようにする

ために、この情報はファブリック リンクを経由したノード間で伝達されます。アクティブ/ア

クティブ モードでは、トラフィックはある 1 つのノードの入り口へ入り、もう一方の別のノー

ドから出ることができます。

注: IP バージョン 6（IPv6）を実行している Junos OS リリース 10.4、SRX シリー

ズおよび J シリーズ デバイスは、アクティブ/パッシブ（フェールオーバー）シャー

シ クラスタ構成の既存のサポートに加えて、アクティブ/アクティブ(フェールオー

バー)シャーシ クラスタ構成に配備可能です。インターフェースは IPv4 アドレス、

IPv6 アドレス、またはその両方で設定することができます。アドレス帳のエントリ

には、IPv4 のアドレス、IPv6 アドレス、DNS（ドメイン名システム）のいずれかの

組み合わせを含めることができます。

シャーシ クラスタの機能には、以下が含まれます。

• クラスタ全体および複数のパケット転送エンジンに対する 1 つのアクティブ管理プレーンが

あり、回復機能のあるシステム アーキテクチャ。このアーキテクチャは、クラスタの 1 つ

のデバイス表示があります。

• クラスタ内のノード間の設定および動的ランタイム状態の同期化

• 障害パラメータが設定したしきい値を超えた場合は、物理インターフェースおよびフェール

オーバーを監視します。

1 つのクラスタは、どの時点にあっても、ホールド状態、プライマリ状態、セカンダリ保留状

態、セカンダリ状態、不適合状態、無効状態という異なった状態になる可能性があります。イ

ンターフェース監視、SPU 監視、障害、および手動のフェールオーバーなどのイベントによっ

て、状態の移行はトリガされる場合があります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

• 1031ページのシャーシ クラスタの冗長グループについて

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

シャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタを形成すると、同じ種類のサポートされた SRX シリーズ デバイス、もしく

は J シリーズ デバイスのペアを組み合わせることにより、同一のセキュリティを全体にわたっ

て実行する 1 つの単一のシステムのように作動します。SRX5600 および SRX5800 のシャーシ

クラスタの場合は、SPC（サービス処理カード）の配置とタイプは、2 つのクラスタで一致する

必要があります。SRX3400 および SRX3600 のシャーシ クラスタの場合は、SPC、I/O カード
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（IOC）、NPC（ネットワーク処理カード）の配置とタイプが 2 つのデバイスで一致している必

要があります。

SRX シリーズのブランチ デバイス（SRX100、SRX210、SRX220、SRX240 と SRX650）および J

シリーズのシャーシ クラスタの場合は、デバイスが同じ種類である必要はありますが、異なる

物理インターフェース モジュール（PIM）を含むことが可能です。

デバイスがクラスタに加わると、そのデバイスはクラスタのノードになります。一意のノード

設定および管理 IP アドレスを除外する場合は、クラスタのノードは同じ設定を共有します。

レイヤ 2 ドメインには 15 までのシャーシ クラスタを配備することができます。クラスタお

よびノードは次の方法で識別されます。

• 1 つのクラスタは 1 ～ 15 までの番号を指定したクラスタ ID（cluster-id）によって識別さ

れます。

• 1 つのクラスタ ノードは 0 ～ 1 までの番号を指定したノード ID（node）によって識別さ

れます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1029ページのシャーシ クラスタ概要

• シャーシ クラスタにタグ付けされた管理リンク VLAN について

• 1031ページのシャーシ クラスタの冗長グループについて

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1074ページのシャーシ クラスタ制御プレーンについて

• 1088ページのシャーシ クラスタ データ プレーンについて

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

シャーシ クラスタの冗長グループ

• シャーシ クラスタの冗長グループについて 1031ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ 0 ～ 128 1032ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ インターフェースの監視 1039ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視 1041ページ

• グローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について 1046ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバー 1049ページ

シャーシ クラスタの冗長グループについて

シャーシのクラスタ化は冗長グループおよびグループ内での優位性での、インターフェースお

よびサービスの高可用性を提供します。

冗長グループは、オブジェクトの集団を含み、それを管理する概念的な構成です。冗長グルー

プは、両方のノードにオブジェクトを含みます。冗長グループは常時 1 つのノードではプライ
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マリで、もう一方のノードではバックアップになります。冗長グループがあるノードでプライ

マリになる場合は、そのノードに存在するオブジェクトはアクティブです。

冗長グループはフェールオーバーの独立したユニットです。各冗長グループは 1 つのノードか

ら、別の冗長グループの独立したノードにフェールオーバーします。冗長グループがフェール

オーバーする場合は、その全てのオブジェクトも同時にフェールオーバーします。

冗長グループの優位性を決定するには、ノードに設定された優先順位、ノード ID（連結された

優先順位の場合)、ノードが表示される順番という 3 つの事項があります。優先順位の低いノー

ドが先に表示された場合、そのノードが冗長グループの優位性を引き継ぎます（プリエンプト

オプションを有効にしていない場合は、プライマリの状態が保持されます）。

シャーシ クラスタには、多数の冗長グループを含めることができます。そのうちのいくつかは

1 つのノードでプライマリになることがあり、またそのうちのいくつかは別のノードでプライ

マリになることがあります。もしくは、全ての冗長グループが 1 つの ノードでプライマリと

なる可能性があります。1 つの冗長グループの優位性は、他の冗長グループの優位性に影響し

ません。冗長グループは最大 128 個まで作成できます。

注: 冗長グループの最大数は、設定した冗長イーサネット インターフェースの数と

同等です。

使用している配備と適合する冗長グループを設定することができます。1 つのノードでプライ

マリになり、他のノードでバックアップになるように冗長グループを設定します。冗長グルー

プ設定内の両方のノードに対する優先順位を設定することで、どのノードでグループをプライ

マリにするかを指定します。優先順位の高いノードは優先され、そのノードにある冗長グルー

プのオブジェクトはアクティブです。

冗長グループが両方のノードで同じ優先順位を持つように設定されている場合は、数字の小さ

いノード ID が常に優先され、冗長グループはそのノードでプライマリです。2 つのノードの

あるクラスタで、優先順位が同じ場合はノード 0 が常に優先されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1033ページのシャーシ クラスタの冗長グループ 0：ルーティング エンジンについて

• 1034ページのシャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について

• 1039ページのシャーシ クラスタ冗長グループ インターフェース監視について

• 1041ページのシャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視について

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ冗長グループ 0 ～ 128

• シャーシ クラスタの冗長グループ 0：ルーティング エンジンについて 1033ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について 1034ページ

• 例:シャーシ クラスタの冗長グループを構成する 1036ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する 1038ページ
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シャーシ クラスタの冗長グループ 0：ルーティング エンジンについて

シャーシ クラスタ モードでデバイスを初期化する場合は、システムは冗長グループ 0 と呼ば

れている冗長グループを作成します。冗長グループ 0 は、クラスタの各ノードにあるルーティ

ング エンジン間のフェールオーバーおよび優位性を管理します。すべての冗長グループの場合

のように、冗長グループ 0 は 1 度につき 1 つのノードのみでプライマリとなることができま

す。冗長グループ 0 がプライマリであるノードは、どのルーティング エンジンがクラスタ内

でアクティブであるかを決定します。あるノードのルーティング エンジンがアクティブな場合

は、そのノードはクラスタのプライマリ ノードとみなされます。

冗長グループ 0 設定では、各ノードの優先順位を指定します。次の優位性のスキームは冗長グ

ループ 0 の優先順位を決定します。デフォルトの heartbeat-threshold 値および

heartbeat-interval 値が使用されている場合は、間隔の値は 3 秒となることにご注意くださ

い。

• 最初に表示されるノード（他のノードの表示前の少なくとも 3 秒前）は、プライマリ ノー

ドです。

• 両方のノードが同時に表示される場合（または、3 秒以内にそれぞれが表示される場合）。

• 優位性が高く設定されているノードがプライマリ ノードです。

• 同順位（同じ値が設定されている、またはデフォルトの設定が使用されているかのいずれ

か）の場合は、ノード ID の低いノード（ノード 0）がプライマリ ノードです。

プレエンプトが設定されていない限り、以前の優位性のスキームは冗長グループx（1 ～ 128

までの番号が付いている冗長グループ）にも適用されます。1034ページの「シャーシ クラスタ冗

長グループ 1 ～ 128 について」を参照してください。）

冗長グループ 0 に対してプレエンプト オプションを有効にすることができません。冗長グルー

プ 0 に対してプライマリ ノードを変更したい場合は、手動でフェールオーバーを行う必要が

あります。

注意: 冗長グループ 0 の手動のフェールオーバーを行う際は、慎重に行ってくださ

い。冗長グループ 0 のフェールオーバーはルーティング エンジンのフェールオー

バーのことを意味します。フェールオーバーになった場合、プライマリ ノードで稼

動しているすべてのプロセスは消失し、新しいマスタ ルーティング エンジンでプ

ロセスが開始します。このフェールオーバーによって、ルーティング状態などの損

失および、システム環境の変化によるパフォーマンスの低下を引き起こす場合があ

ります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1034ページのシャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について

• 1036ページの例:シャーシ クラスタの冗長グループを構成する

• 1038ページのシャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて
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• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について

冗長グループ x と呼ばれる、1 ～ 128 までの番号を付けられた冗長グループを 1 つ以上設定

することができます。冗長グループの最大数は、設定する冗長イーサネット インターフェース

の数と同等です（1056ページの表97を参照してください）。それぞれの冗長グループ x はフェー

ルオーバーの独立したユニットとして機能し、1 度につき 1 つのノードのみでのプライマリで

す。

それぞれの冗長グループ x には冗長イーサネット インターフェースが 1 つ以上含まれます。

冗長イーサネット インターフェースは、物理ギガビット イーサネット インターフェースのペ

アまたは高速イーサネット インターフェースのペアのいずれかを少なくとも使用している擬似

インターフェースです。ノード 0 で冗長グループがアクティブの場合は、ノード 0 にある全

ての関連する冗長イーサネット インターフェースの子リンクはアクティブです。冗長グループ

がノード 1 にフェールオーバーすると、ノード 1 にあるすべての冗長イーサーネット イン

ターフェースの子リンクはアクティブになります。

プレエンプトが設定されていない場合は、以下の優先順位のスキームは冗長グループ x 優位性

を決定します。プリエンプトが設定されている場合は、優位性が高いノードがプライマリ ノー

ドです。デフォルトの heartbeat-threshold 値および heartbeat-interval 値が使用されている

場合は、間隔の値は 3 秒となることにご注意ください。

• 最初に表示されるノード（他のノードの表示前の少なくとも 3 秒前）は、プライマリ ノー

ドです。

• 両方のノードが同時に表示される場合（または、3 秒以内にそれぞれが表示される場合）。

• 優位性が高く設定されているノードがプライマリ ノードです。

• 同順位（同じ値が設定されている、またはデフォルトの設定が使用されているかのいずれ

か）の場合は、ノード ID の低いノード（ノード 0）がプライマリ ノードです。

SRX シリーズおよび J シリーズのシャーシ クラスタにおいては、クラスタ内のトラフィック

の負荷を共有する目的で複数の冗長グループを設定することができます。例えば、いくつかの

冗長グループ x を 1 つのノードでプライマリに設定し、また別のいくつかの冗長グループ x

を他のノードでプライマリに設定することができます。また、1 つの冗長イーサネット イン

ターフェースとの 1 対 1 の関係における冗長グループ xを設定し、トラフィックがどのイン

ターフェースを通過するかを管理することができます。

冗長グループのトラフィックは冗長グループがアクティブであるノードで処理されます。1 つ

以上の冗長グループを設定することができるため、いくつかの冗長グループのトラフィックが

あるノードで処理される一方で、それとは異なる他の冗長グループからのトラフィックが別の

ノードで処理されるということが可能です（冗長グループがアクティブであるノードによりま

す）。複数の冗長グループは、ある冗長グループの入り口インターフェースを経由するトラ

フィックの到着、そして別の冗長グループに属する出口インターフェースを経由するトラフィッ

クの到着を可能にします。この場合は、入口および出口インターフェースは同じノードでアク

ティブでない場合があります。このことが起きた場合は、トラフィックはファブリック リンク

を経由して適切なノードに転送されます。
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冗長グループ x を設定するときは、各ノードの優位性を指定し、冗長グループ x がプライマ

リであるノードを決定する必要があります。優位性の高いノードがプライマリとして選択され

ます。冗長グループ x に優位性があると、1 つのノードから他のノードにフェールオーバーす

ることができます。冗長グループ x が他のノードにフェールオーバーするときは、そのノード

にある冗長イーサネット インターフェースはアクティブで、それらのインターフェースがトラ

フィックを通過します。

1035ページの表96 では、シャーシ クラスタ内の冗長グループ x の例を挙げ、両方のノードが同

時期に開始した、またはプレエンプトが設定されている（グループ 1 ～ 128 のみ）場合に、

グループがプライマリであるノードを示しています。冗長グループ x の冗長イーサネット イ

ンターフェースおよびそのインターフェースを示しています。

注: いくつかのデバイスには、ギガビット イーサネット ポートおよび高速イーサ

ネット ポートの両方があります。

表96: シャーシ クラスタの冗長グループの例

インター

フェース

（ノード

1）

インター

フェース

（ノード

0）オブジェクト優位性プライマリグループ

——ノード 0 のルー

ティング エンジン

ノード 0：

254

ノード 0冗長グループ 0

——ノード 1 のルー

ティング エンジン

ノード 1： 2

ge-5/0/0ge-1/0/0冗長イーサネット

インターフェース

0

ノード 0：

254

ノード 0冗長グループ 1

ge-5/3/0ge-1/3/0冗長イーサネット

インターフェース

1

ノード 1： 2

ge-6/0/0ge-2/0/0冗長イーサネット

インターフェース

2

ノード 0： 2ノード 1冗長グループ 2

ge-6/3/0ge-2/3/0冗長イーサネット

インターフェース

3

ノード 1：

254

ge-7/0/0ge-3/0/0冗長イーサネット

インターフェース

4

ノード 0：

254

ノード 0冗長グループ 3

ge-7/3/0ge-3/3/0冗長イーサネット

インターフェース

5

ノード 1： 2
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シャーシ クラスタの例として 1035ページの表96 では、以下を示します。

• 冗長グループ 0 がノード 0 でプライマリのため、ノード 0 でのルーティング エンジンは

アクティブです（ノード 1 のルーティング エンジンはバックアップとして動作しているパッ

シブです）。

• 冗長グループ 1 はノード 0 でプライマリです。冗長イーサネット インターフェース 0 お

よび冗長イーサネット インターフェース 1 に属しているインターフェース ge-1/0/0 および

ge-1/3/0 はアクティブでトラフィックを処理します。

• 冗長グループ 2 はノード 1 でプライマリです。冗長イーサネット インターフェース 2 お

よび冗長イーサネット インターフェース 3 に属しているインターフェース ge-6/0/0 および

ge-6/3/0 はアクティブでトラフィックを処理します。

• 冗長グループ 3 はノード 0 でプライマリです。冗長イーサネット インターフェース 4 お

よび冗長イーサネット インターフェース 5 に属しているインターフェース ge-3/0/0 および

ge-3/3/0 はアクティブでトラフィックを処理します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1033ページのシャーシ クラスタの冗長グループ 0：ルーティング エンジンについて

• 1036ページの例:シャーシ クラスタの冗長グループを構成する

• 1038ページのシャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

例:シャーシ クラスタの冗長グループを構成する

この例では、シャーシ クラスタ冗長グループの構成方法を示します。

• 要件 1036ページ

• 概要 1037ページ

• 構成 1037ページ

• 確認 1038ページ

要件

始める前に、以下を行います。

1. シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定します。1119ページの「例:シャー

シ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する」を参照してください。

2. シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定します。1121ページの「例:シャーシ クラス

タ管理インターフェースを設定する」を参照してください。

3. シャーシ クラスタ ファブリックを設定します。1092ページの「例:シャーシ クラスタ ファ

ブリックを設定する」を参照してください。
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概要

シャーシ クラスタ冗長グループは、オブジェクトの集団を含み、それを管理する概念的な構成

です。それぞれの冗長グループはフェールオーバーの独立したユニットとして機能し、1 度に

つき 1 つのノードのみでプライマリです。

この例では、2 つのシャーシ クラスタ冗長グループ 0 および 1 を作成します。

• 0—ノード 0 は 優位性 100 を割り当てられ、ノード 1 は優位性 1 を割り当てられます。

• 1—ノード 0 は 優位性 100 を割り当てられ、ノード 1 は優位性 1 を割り当てられます。

プレエンプト オプションが有効化され、インターフェースが所属している冗長グループがフェー

ルオーバーした後、他のネットワーク デバイスに存在を知らせるためにそのインターフェース

が送信することができる Gratuitous ARP 要求の数は 4 です。

構成

CLI 簡単構成 シャーシ クラスタ冗長グループを簡単に構成するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペー

ストします。

[edit]

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 preempt

set chassis cluster redundancy-group 1 gratuitous-arp-count 4

ステップごとの手順 シャーシ クラスタ冗長グループを構成するには、次の操作を行います。

1. クラスタの各ノードでの優位性に対する冗長グループの優先順位を指定します。一番大き

い番号から優先されます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

2. 冗長グループに対してプライマリになるように、優位性の高いノードがフェールオーバー

を起動できるかを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 preempt

3. インターフェースが所属している冗長グループがフェールオーバーした後、他のネット

ワーク デバイスに存在を知らせるために、そのインターフェースが送信することができ

る Gratuitous ARP の要求回数を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 gratuitous-arp-count 4

結果 設定モードで、show chassis cluster コマンドを入力することによって設定を確定します。意

図している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正し

てください。
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{primary:node0}[edit]

user@host# show chassis cluster

chassis {

cluster {

redundancy-group 0 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

preempt;

gratuitous-arp-count 4;

}

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する 1038ページ

シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する

目的 シャーシ クラスタ冗長グループの状態を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host>show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 100 secondary no no

node1 1 primary yes no

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1033ページのシャーシ クラスタの冗長グループ 0：ルーティング エンジンについて

• 1034ページのシャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する

目的 シャーシ クラスタ冗長グループのフェールオーバー状態を表示します。
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アクション CLI で、show chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 2

Cluster ID: 14

Node name Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-Group: 2, Failover count: 1

node0 50 secondary no no

node1 100 primary no no

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1036ページの例:シャーシ クラスタの冗長グループを構成する

• 1061ページのシャーシ クラスタ インターフェースを確認する

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する

シャーシ クラスタ冗長グループ インターフェースの監視

• シャーシ クラスタ冗長グループ インターフェース監視について 1039ページ

• 例:シャーシ クラスタ インターフェース監視を設定する 1040ページ

シャーシ クラスタ冗長グループ インターフェース監視について

自動的に他のノードにフェールオーバーする冗長グループの場合は、そのインターフェースは

監視されている必要があります。冗長グループを構成する場合は、その冗長グループのインター

フェースが機能しているか、または機能していないかを判定する目的で、その状態（または「健

康状態」）を監視しますが、そこでその監視する対象であるインターフェースの 1 つのセット

を指定することができます。監視されているインターフェースは、その冗長イーサネット イン

ターフェースのいずれかの子インターフェースである可能性があります。監視する冗長グルー

プのインターフェースを構成するときには、そのことに重点を置いてください。

各冗長グループのしきい耐性値は 255 に初期設定されています。冗長グループによって監視さ

れているインターフェースが利用不可能になった場合は、その分の値が冗長グループのしきい

値から差し引かれます。冗長グループのしきい値が 0 に到達したときに、他のノードにフェー

ルオーバーします。例えば、冗長グループ 1 がノード 0 でプライマリである場合は、しきい

値を超えるイベントにおいて、冗長グループ 1 はノード 1 でプライマリになります。この場

合、冗長グループ 1 の冗長イーサネット インターフェースの全ての子インターフェースはト

ラフィックの処理を開始します。

冗長グループの監視されているインターフェースの累計分がそのしきい値を 0 の状態にするこ

とにより、冗長グループのフェールオーバーが発生します。両方のノードで冗長グループの監

視されたインターフェースが同時にしきい値に到着したときは、低いノード ID のノードにあ

る冗長グループがプライマリです。この場合ではノード 0 となります。

注: インターフェースの監視障害によるフェールオーバーの発生を抑制したい場合

は、hold-down-interval ステートメントを使用します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•
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• 1033ページのシャーシ クラスタの冗長グループ 0 についてルーティング エンジン

• 1034ページのシャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について

• 1040ページの例:シャーシ クラスタ インターフェース監視を設定する

• 1041ページのシャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視について

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1046ページのグローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について

例:シャーシ クラスタ インターフェース監視を設定する

この例では、他のノードへ自動的にフェールオーバーするために、特定の冗長グループによっ

てインターフェースが監視されることを指定する方法を示します。監視されるインターフェー

スにウェイトを割り当てます。

• 要件 1040ページ

• 概要 1040ページ

• 設定 1040ページ

• 確認 1041ページ

要件

開始する前に、冗長グループを作成します。1036ページの「例:シャーシ クラスタ管理インター

フェースを設定する」を参照してください。.

概要

ご利用のシステムを冗長グループに属するインターフェースの状態を監視するように、システ

ムを設定します。監視されるインターフェースにウェイトを割り当てるときに、システムはイ

ンターフェースの利用状態を監視します。物理インターフェースに障害が発生すると、そのウェ

イストは対応する冗長グループのしきい値から差し引かれます。各冗長グループのしきい値は

255 です。冗長グループが手動フェールオーバー モードで、プレエンプト オプションが有効

化されていない場合でも、しきい値が 0 になるとフェールオーバーがトリガされます。

この例では、1 という冗長グループの ge-7/0/3 インターフェースに対してウェイト 255 を設

定します。

設定

ステップごとの手順 シャーシ クラスタ インターフェース監視を設定するには、次の操作を行います。

1. 冗長グループによって監視されるインターフェースを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-7/0/3 weight

255

2. デバイスの設定後、その設定を確定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit
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確認

構成が正常に動作しているかを確認するには、show chassis cluster interfaces コマンドを入

力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1033ページのシャーシ クラスタの冗長グループ 0：ルーティング エンジンについて

• 1034ページのシャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について

• 1039ページのシャーシ クラスタ冗長グループ インターフェース監視について

• 1041ページのシャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視について

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1046ページのグローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について

シャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視

• シャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視について 1041ページ

• 例:シャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視を設定する 1043ページ

シャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視について

冗長グループ IP アドレスの監視は端点相互間の接続性を確認し、冗長イーサネット インター

フェース（reth とも呼ばれます）の機能が不能になったことによる冗長グループのフェール

オーバーを可能にし、設定された IP アドレスに到達できるようにします。 クラスタにある

両方のデバイスの冗長グループは、特定の IP アドレスを監視するように構成し、ネットワー

クにある上流のデバイスに到達可能かどうかを決定することができます。冗長グループは監視

されている IP アドレスが到達不可能になった場合には、作業を維持するために冗長グループ

がそのバックアップにフェールオーバーします。この監視機能とインターフェースの監視の大

きな相違点は、インターフェースがまだ機能している状態にもかかわらず、接続されているネッ

トワーク デバイスが、何らかの原因により到達不可能な場合でも、IP アドレス監視はフェー

ルオーバーが可能な点です。クラスタ内にあるその他のノードでこれらの状況が起きた場合は、

この問題を避けてトラフィックをルートすることができます。

注: インターフェースの監視障害によるフェールオーバーの発生を抑制したい場合

は、hold-down-interval ステートメントを使用します。

IP アドレス監視設定は監視するアドレスとそのフェールオーバーのウェイトのみでなく、グ

ローバル IP アドレス監視のしきい値とウェイトを設定することができます。累計の監視され

たアドレスの到達可能性障害によって、IP アドレス監視 グローバルしきい値に到達後のみに、

IP アドレス監視グローバル ウェイト値は冗長グループのフェールオーバーしきい値から差し

引かれます。そのため、複数のアドレスが同時に監視されることができ、トラフィック フロー

を維持するための重要度を反映するためにも監視されることができます。また、到達不可能な

状態から、その後再び到達可能になった IP アドレスのしきい値は監視のしきい値に再度保存

されます。しかしながら、プレエンプト オプションが有効にされていない限りは、このことに

よりフェールバックは発生しません。
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設定の際、IP アドレス監視のフェールオーバー値（グローバル ウェイト）はインターフェー

ス監視（設定されている場合）および、（サポートされているプラットフォームでの）SPU 監

視、cold-sync 監視、および NPC 監視を含む内蔵のフェールオーバー監視として考えられす。

監視される主な IP アドレスはルーター ゲートウェイ アドレスで、サービス ゲートウェイに

やってくる有効なトラフィックを確認し、適切なネットワーク ルーターに転送されることが可

能です。

各ノードの 1 つのサービス処理ユニット（SPU）またはパケット転送エンジン（PFE）は、クラ

スタ内の監視された IP アドレスの ICMP（インターネット コントロール メッセージ プロト

コル）ping パケットを送信するように指定されています。プライマリ PFE は RE（ルーティン

グ エンジン）によって解決された ARP（アドレス解決プロトコル）要求を使用して ping パ

ケットを送信します。これらの ping のソースは冗長イーサネット インターフェース MAC お

よび IP アドレスです。セカンダリ PFE は監視された IP アドレス自体の ARP 要求を解決し

ます。これらの ping のソースは、物理子 MAC アドレスおよび冗長イーサネット インター

フェースで設定されたセカンダリ IP アドレスです。セカンダリ インターフェースで受信され

た ping の返信に対して、I/O カード(IOC)、中央 PFE プロセッサ、またはフレックス IOC

は、物理子 MAC アドレスおよび冗長イーサネット インターフェース MAC アドレスの両方をそ

の MAC テーブルに追加します。セカンダリ PFE は、冗長イーサネット インターフェースに設

定されたセカンダリ IP アドレスへ送信された ARP 要求に対して物理子 MAC アドレスで応答

します。

注: 冗長イーサネット インターフェースが VPN ルーティングおよび転送（VRF）

ルーティング インスタンス タイプに属している場合は、IP アドレスの監視は作動

しません。

監視された IP アドレスの到達可能性を確認するためのデフォルトの間隔は 2 秒ごとです。間

隔は retry-interval コマンドを使用して調整することができます。許容される連続失敗の ping

送信試行のデフォルトの回数は 5 回です。連続失敗 ping 送信試行の許容回数は retry-count

コマンドを使用して調整することができます。設定した連続試行の回数で、監視された IP ア

ドレスへ到達することに失敗した後は、IP アドレスは到達不可能と判断され、そのフェール

オーバー値は冗長グループのグローバルしきい値から差し引かれます。

IP アドレスが到達不可能と判定されると、その分の値はグローバルしきい値から差し引きされ

ます。再算出されたグローバルしきい値が 0 でない場合は、IP アドレスは到達不可能とマー

クされますが、グローバルウェイトは冗長グループのしきい値から差し引きされません。冗長

グループ IP 監視のグローバルしきい値が 0 に到達し、到達不可能な IP アドレスがある場合

は、到達不可能な IP アドレスが到達可能になる、もしくは設定変更により到達不可能な IP

アドレスを監視から削除するまで、冗長グループは引き続きフェールオーバーを行いノード間

をフェールバックします。デフォルトおよび設定された抑制間隔フェールオーバーのダンピン

グはまだ有効ですので、ご注意ください。

各冗長グループ x のしきい耐性値は 255 に初期設定されています。冗長グループ x によって

監視されている IP アドレスが利用不可能になった場合は、その分の値が冗長グループ x のし

きい値から差し引かれます。冗長グループ x のしきい値が 0 に到達したときに、他のノード

にフェールオーバーします。例えば、冗長グループ 1 がノード 0 でプライマリである場合は、

しきい値を超えるイベントにおいて、冗長グループ 1 はノード 1 でプライマリになります。

この場合、冗長グループ 1 の冗長イーサネット インターフェースの全ての子インターフェー

スはトラフィックの処理を開始します。
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冗長グループ x の監視されている IP アドレスおよび他の監視の累計分がそのしきい値を 0

の状態にすることにより、冗長グループ x のフェールオーバーが発生します。両方のノードで

冗長グループ x の監視された IP アドレスが同時にしきい値に到達したときは、低いノード

ID のノードにある冗長グループ x がプライマリです。通常はノード 0 となります。

IP アドレスが冗長イーサネット インターフェース（CLI コマンドおよびインターフェース一

覧で reth と呼ばれています）で到達可能で、IP アドレスがトンネル経由で監視されていない

場合のみに、監視は完了することができます。セカンダリ クラスタ ノードにある冗長イーサ

ネット インターフェース経由で監視された IP アドレスは、インターフェースにセカンダリ

IP アドレスが設定されている必要があります。IP アドレス監視は透過モードで作動している

シャーシ クラスタでは使用することができません。各クラスタで設定することができる監視

IP の最大数は SRX5000 系統では 64 で、SRX3000 系統では 32 です。

注: 冗長グループ IP アドレス監視はこのリリースの IPv6 宛先をサポートしてい

ません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1033ページのシャーシ クラスタの冗長グループ 0：ルーティング エンジンについて

• 1034ページのシャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について

• 1039ページのシャーシ クラスタ冗長グループ インターフェース監視について

• 1043ページの例:シャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視を設定する

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1046ページのグローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について

例:シャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視を設定する

この例では、シャーシ クラスタの冗長グループ IP アドレスの設定方法を示します。

• 要件 1043ページ

• 概要 1044ページ

• 設定 1044ページ

• 確認 1046ページ

要件

始める前に、以下を行います。

1. シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定します。1119ページの「例:シャー

シ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する」を参照してください。

2. シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定します。1121ページの「例:シャーシ クラス

タ管理インターフェースを設定する」を参照してください。

3. シャーシ クラスタ ファブリックを設定します。1092ページの「例:シャーシ クラスタ ファ

ブリックを設定する」を参照してください。.
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概要

クラスタ内のいずれかのノードにある冗長イーサネット インターフェース経由で到達可能な特

定の IP アドレスを ping 送信することによって上流リソースを監視するように、冗長グルー

プを設定することができます。また、冗長グループには、グローバルしきい値、ウェイト、再

試行間隔および再試行回数パラメータを設定することができます。監視されている IP アドレ

スが到達不可能になると、グローバルしきい値を監視している冗長グループ IP アドレスから、

その監視されている IP アドレスのウェイトが差し引かれます。グローバルしきい値が 0 に到

達すると、グローバル ウェイトは冗長グループのしきい値から差し引かれます。再試行間隔

は、冗長グループが監視している各 IP アドレスでの ping 送信間隔を決定します。ping は設

定が確定されるとすぐに送信されます。再試行回数は、冗長グループが監視する各 IP アドレ

スに、許可される連続の ping 送信失敗を設定します。

冗長イーサネット インターフェース経由で、到達可能な IP アドレスのいずれかを監視できる

ように冗長グループを設定することができますが、セカンダリ ノードの IP 監視 ping 送信

ソースとして使用するには、インターフェース、倫理ユニット番号、セカンダリ IP アドレス

に名前をつける必要があります。これらの各要素は、監視のために IP アドレスを設定する必

要があります。割り当てられるセカンダリ IP アドレスは冗長イーサネット インターフェース

論理ユニットの IP アドレスとして同じサブネット上にあり、冗長イーサネット インターフェー

スの IP アドレスと同じものである必要があります。

この例では、冗長グループ 1 に対して次の設定を行います。

• 監視する IP アドレス—10.1.1.10

• グローバルウェイトを監視する IP アドレス—100

• グローバルしきい値を監視する IP アドレス—200

注: 冗長グループによって監視されるすべての IP アドレスに累積的に適用する

しきい値。

• IP アドレス再試行間隔—3 秒

• IP アドレス再試行回数—10

• ウェイト—150

• 冗長イーサネット インターフェース—reth1.0

• セカンダリ IP アドレス—10.1.1.101

設定

CLI 簡単構成 冗長グループ IP アドレス監視を簡単に設定するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペー

ストします。

{primary:node0}[edit]

user@host#

set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring global-weight 100

set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring global-threshold 200

set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring retry-interval 3

set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring retry-count 10
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set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring family inet 10.1.1.10 weight 150

interface reth1.0 secondary-ip-address 10.1.1.101

ステップごとの手順 冗長グループ IP アドレス監視を設定するには、次の操作を行います。

1. グローバル監視のウェイトを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring global-weight 100

2. グローバル監視のしきい値を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring global-threshold 200

3. 再試行間隔を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring retry-interval 3

4. 再試行回数を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring retry-count 10

5. 監視される IP アドレス、ウェイト、冗長イーサネット インターフェース、およびセカ

ンダリ IP アドレスを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 ip-monitoring family inet 10.1.1.10

weight 100 interface reth1.0 secondary-ip-address 10.1.1.101

結果 設定モードで、show chassis cluster redundancy-group 1 コマンドを入力することによって設

定を確定します。意図している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返

して、設定を訂正してください。

簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show chassis cluster redundancy-group 1

ip-monitoring {

global-weight 100;

global-threshold 200;

family {

inet {

10.1.1.10 {

weight 100;

interface reth1.0 secondary-ip-address 10.1.1.101;

}

}

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

1045Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第41章: シャーシ クラスタ



確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• 冗長グループの監視された IP アドレスの状態を確認する 1046ページ

冗長グループの監視された IP アドレスの状態を確認する

目的 冗長グループの監視された IP アドレスの状態を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster ip-monitoring status コマンドを入力します。特定のグ

ループに関する情報は、show chassis cluster ip-monitoring status redundancy-group コマンド

を入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster ip-monitoring status

node0:

--------------------------------------------------------------------------

Redundancy group: 1

IP address Status Failure count Reason

10.1.1.10 reachable 0 n/a

10.1.1.101 reachable 0 n/a

node1:

--------------------------------------------------------------------------

Redundancy group: 1

IP address Status Failure count Reason

10.1.1.10 reachable 0 n/a

10.1.1.101 reachable 0 n/a

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1033ページのシャーシ クラスタの冗長グループ 0：ルーティング エンジンについて

• 1034ページのシャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について

• 1039ページのシャーシ クラスタ冗長グループ インターフェース監視について

• 1041ページのシャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視について

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1046ページのグローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について

グローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について

シャーシ クラスタとして構成されたデバイスを使用する時に、冗長グループに対する特定のオ

ブジェクトやグローバル レベルのオブジェクトなどを含めて、監視するべき様々なタイプのオ

ブジェクトがあります。このセクションでは、グローバルレベル オブジェクトの監視について

説明します。
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SRX3000 および SRX5000 系統には、サービス処理カード（SPC）で起動する 1 つ以上のサービ

ス処理ユニット（SPU）があります。すべてのフローベースのサービスは SPU 上で作動します。

他の SRX シリーズ デバイスおよびすべての J シリーズ デバイスには、フローベースの転送

処理の flowd があり、これによりパケットをデバイス経由で転送します。

• SPU 監視について 1047ページ

• flowd 監視について 1047ページ

• Cold-Sync 監視について 1048ページ

SPU 監視について

SPU 監視は SPU の状態および中心点（CP）を追跡します。各 SPC にあるシャーシ マネージャ

は SPU および中心点を監視し、ルーティング エンジン シャーシでのハートビートを維持しま

す。この階層的監視システムでは、シャーシはハードウェア障害検出の中心です。SPU 監視は

デフォルトで有効になっています。

注: SPU 監視は SRX3000 および SRX5000 系統でサポートされています。

ノードでの永続的 SPU および中心点の障害は、重度のパケット転送エンジン（PFE）障害とみ

なされます。この場合は、冗長グループ xの優先順位が 0 になることにより、ノードの PFE

はクラスタで無効になります。

• 中心点の障害はセカンダリ ノードへのフェールオーバーをトリガします。障害が起きたノー

ドの PFE（すべての SPC およびすべての I/O カード（IOC）を含む）は自動的に再起動しま

す。セカンダリの中心点にも障害が起きた場合は、プライマリ デバイスがないために、クラ

スタは表示が不可能になります。データ プレーン（冗長グループ x）のみがフェールオー

バーされます。

• 障害の起きた 1 つの SPU は、冗長グループ x のセカンダリ ノードへのフェールオーバー

を引き起こします。障害の起きたノードにあるすべての IOC および SPC は再起動し、冗長

グループ x はセカンダリ ノードへフェールオーバーされます。セカンダリ ノードへのフェー

ルオーバーは自動的で、ユーザーの操作は必要ありません。障害の起きた（以前の）プライ

マリ ノードはその障害のあるコンポーネントを保存し、冗長グループの x のプレエンプト

設定によってフェールバックが決定されます。故障した SPU の検出のための間隔は 30 秒で

す。

flowd 監視について

flowd 監視は flowd 処理の状態を追跡します。flowd 監視はデフォルトで有効になっていま

す。

注: flowd 監視は SRX100、SRX210 および SRX220 デバイスでサポートされていま

す。J シリーズ デバイスではサポートされていません。

ノードでの永続的な flowd 障害は、重度のパケット転送エンジン（PFE）障害とみなされます。

この場合は、冗長グループ xの優先順位が 0 になることにより、ノードの PFE はクラスタで

無効になります。
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障害の起きた flowd 処理は、冗長グループ x のセカンダリ ノードへのフェールオーバーを引

き起こします。セカンダリ ノードへのフェールオーバーは自動的で、ユーザーの操作は必要あ

りません。障害の起きた（以前の）プライマリ ノードはその障害のあるコンポーネントを保存

し、冗長グループの x のプレエンプト設定によってフェールバックが決定されます。

Cold-Sync 監視について

SPU または flowd の開始時にデータ プレーンのランタイム オブジェクト（RTO）を同期する

処理は、cold sync と呼ばれます。すべての RTO が同期されると、cold-sync 処理は完了し、

ノードにある SPU または flowd は、必要に応じて、プライマリ ノードを引き継ぐ準備が整っ

ています。ノードにあるすべての SPU または flowd の cold-sync 状態を監視する処理は

cold-sync monitoring と呼ばれています。プレエンプト オプションが有効になっている場合

は、そのノードの SPU または flowd での cold-sync 処理が完了するまで cold-sync 監視は

ノードがマスターシップを引き継ぐことを阻止しますのでご注意ください。cold-sync 監視は

デフォルトで有効になっています。

ノードが再起動される、もしくは SPU または flowd が障害から回復した場合は、すべての冗

長グループ x の優先順位は 0 です。SPU または flowd が現れると、他のノードのミラー SPU

または flowd を使用する cold-sync 処理の開始を試行します。

クラスタ内にそのノードのみがある場合は、全ての冗長グループ x の優先順位は新しいノード

がクラスタに追加されるまで 0 のままです。優先順位が 0 の場合でもデバイスは、インター

フェース経由のトラフィックの受信および送信が可能です。優先順位 0 ということは、障害が

発生した場合でもフェールオーバーが不可能である、ということです。新しいノードがクラス

タに追加されると、すべての SPU または flowd が表示されると同時に、既存のノードのミラー

SPU または flowd を使用して cold-sync 処理が開始します。

すでに作動可能なノードの SPU または flowd が cold-sync 要求をピアノードの SPU または

flowd から検出すると、システムに cold-sync 処理が完了したことを知らせるメッセージを送

信します。新規で追加されたノードの SPU または flowd は類似のメッセージを送信します。

しかし、すべての RTO が収集され、cold-sync が完了した後にのみ、そのメッセージを送信し

ます。すべての SPU または flowd から完了メッセージを受信すると、インターフェースなど

の監視されているコンポーネントにその他の障害がない場合は、冗長グループ x の優先順位は

各ノードに設定された優先順位に変更されます。このアクションは、冗長 x グループの既存の

プライマリ ノードがまず最初に常に設定された順位になるということを確実にします。すべて

の SPU または flowd が cold-sync 処理の完了後にのみ、以後クラスタに追加されるノードは

その設定された優先順位になります。そして、このアクションは、新しく追加されたノードは

マスタシップを引き継ぐ前にすべての RTO で準備が整っていることを保証します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1033ページのシャーシ クラスタの冗長グループ 0：ルーティング エンジンについて

• 1034ページのシャーシ クラスタ冗長グループ 1 ～ 128 について

• 1039ページのシャーシ クラスタ冗長グループ インターフェース監視について

• 1041ページのシャーシ クラスタ冗長グループ IP アドレス監視について

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について
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シャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバー

• シャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて 1049ページ

• シャーシ クラスタの冗長グループ手動フェールオーバーについて 1050ページ

• シャーシ クラスタ手動冗長グループ フェールオーバーを開始する 1051ページ

• 例:連続する冗長グループ フェールオーバー間のダンピング時間を使用してシャーシ クラス

タを構成する 1053ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ フェールオーバーの SNMP フェールオーバー トラップにつ

いて 1054ページ

シャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

シャーシ クラスタは、システム全体の信頼性と生産性を高めるために高可用性を促進する効率

性の高いフェールオーバー メカニズムを実装しています。

冗長グループは、グループとしてフェールオーバーするオブジェクトの集団です。各冗長グルー

プはオブジェクト（物理インターフェース）の 1 つのセットを監視し、監視された各オブジェ

クトはウェイトを割り当てられます。各冗長グループの初期しきい値は 255 です。監視される

オブジェクトに障害が起きた場合は、オブジェクトのウェイトは冗長グループのしきい値から

差し引かれます。しきい値が 0 に達すると、冗長グループは他のノードにフェールオーバーし

ます。結果として、冗長グループに関連する全てのオブジェクトもフェールオーバーします。

ルーティング プロトコルの正常な再起動により、フェールオーバー中に SRX シリーズ デバイ

スでのトラフィックの中断が発生することを最小限に抑えることができます。

即座に発生する連続の冗長グループ 0 フェールオーバーは、クラスタが予想できない動作を引

き起こす可能性があるため、フェールオーバー間にはダンピング時間が必要となります。フェー

ルオーバーでは、ホールド ダウン間隔が期限切れになるまで、以前のプライマリ ノードがセ

カンダリ保留状態に移動し、その後は、セカンダリ状態に移動します。

デフォルトのダンピング時間は冗長グループ 0 では 300 秒（5 分）で、hold-down-interval

ステートメントを使用すると 1,800 秒まで設定可能です。冗長グループ x（1 ～ 128 の番号

を付けられた冗長グループ）のダンピング時間の設定範囲は 0 ～ 1,800 秒で、デフォルトで

は 1 秒に設定されています。ホールドダウン間隔は、監視障害に関連する自動フェールオー

バーと同じく手動フェールオーバーにも影響します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1039ページのシャーシ クラスタ冗長グループ インターフェース監視について

• 1050ページのシャーシ クラスタの冗長グループ手動フェールオーバーについて

• 1051ページのシャーシ クラスタ手動冗長グループ フェールオーバーを開始する

• 1053ページの例:連続するグループ フェールオーバー間のダンピング時間を使用してシャーシ

クラスタを構成する

• 1054ページのシャーシ クラスタ冗長グループ フェールオーバーの SNMP フェールオーバー ト

ラップについて

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1046ページのグローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について
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シャーシ クラスタの冗長グループ手動フェールオーバーについて

手動で冗長グループ x のフェールオーバーを初期化することができます。手動のフェールオー

バーは、フェールバック イベントが発生するまで作動します。

例えば、手動でノード 0 からノード 1 に冗長グループ 1 のフェールオーバーを行うと仮定し

ます。次に、冗長グループ 1 が監視しているインターフェースに障害が発生し、新しいプライ

マリの冗長グループのしきい値を 0 にドロップしたとします。このイベントはフェールバック

イベントとして捉えられ、システムは元の冗長グループにコントロールを返します。

また、冗長グループ 0 のプライマリ ノードを変更したい場合は、手動で冗長グループ 0 の

フェールオーバーを初期化することもできます。冗長グループ 0 のプレエンプト オプション

は有効にすることができません。

冗長グループ 0 に対する手動のフェールオーバーを行う場合は、プライマリ状態のノードはセ

カンダリ保留状態へと移行します。デフォルトの時間または設定された時間（最低で 300 秒）

はセカンダリ保留状態にとどまり、次にセカンダリ状態に移行します。

1 つのノードがセカンダリ保留状態にあり他のノードが再起動している、またはそのノードに

対する制御リンク接続またはファブリック リンク接続が失われた場合などの状態の移行は、次

のように記述されます。

• 再起動の場合—セカンダリ保留状態にあるノードは、プライマリ状態に移行します。他のノー

ドはデッド（非アクティブ）になります。

• 制御リンク障害の場合—セカンダリ保留状態にあるノードは、不適格状態に移行し、次に無効

状態になります。他のノードはプライマリ状態に移行します。

• ファブリック リンク障害の場合—セカンダリ保留状態にあるノードは直接、無効状態に移行

します。

インサービス ソフトウェア アップグレード（ISSU）中は、ここで記載された移行は発生しな

いのでご注意ください。その代わりに、リリース 10.0 以前の Juniper はセカンダリ保留状態

を認識しないので他の（プライマリ）ノードは直接、セカンダリ状態に移行します。ISSU を開

始する一方で、ノードの 1 つにセカンダリ保留状態である 1 つ以上の冗長グループがある場

合は、すべての冗長グループを 1 つのノードでプライマリにするために手動のフェールオー

バーを行う前に、そのグループのセカンダリ状態への移行を待機する必要があります。

注意: 冗長グループ 0 の手動のフェールオーバーを行う際は、慎重に行ってくださ

い。冗長グループ 0 のフェールオーバーはルーティング エンジンのフェールオー

バーのことを意味します。フェールオーバーになった場合、プライマリ ノードで稼

動しているすべてのプロセスは消失し、新しいマスタ ルーティング エンジンでプ

ロセスが開始します。このフェールオーバーによって、ルーティング状態などの損

失および、システム環境の変化によるパフォーマンスの低下を引き起こす場合があ

ります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1049ページのシャーシ クラスタの冗長グループ フェールオーバーについて

• 1051ページのシャーシ クラスタ手動冗長グループ フェールオーバーを開始する
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• 1053ページの例:連続するグループ フェールオーバー間のダンピング時間を使用してシャーシ

クラスタを構成する

• 1054ページのシャーシ クラスタ冗長グループ フェールオーバーの SNMP フェールオーバー ト

ラップについて

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1046ページのグローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について

• 1130ページのISSU を使用してシャーシ クラスタ内の両方のデバイスをアップグレードする

シャーシ クラスタ手動冗長グループ フェールオーバーを開始する

request コマンドを使用してフェールオーバーを手動で開始することができます。手動フェール

オーバーはそのメンバの冗長グループの優先順位を 255 まで上げます。

開始前に、以下のタスクを完了します。

• 1036ページの例:シャーシ クラスタの冗長グループを構成する

• 1057ページの例:シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェースを設定する

• 1053ページの例:連続するグループ フェールオーバー間のダンピング時間を使用してシャーシ

クラスタを構成する

注意: 冗長グループ 0 の手動のフェールオーバーを行う際は、慎重に行ってくださ

い。冗長グループ 0 のフェールオーバーはルーティング エンジン（RE）のフェー

ルオーバーのことを意味します。フェールオーバーになった場合、プライマリ ノー

ドで稼動しているすべてのプロセスは消失し、新しいマスタ ルーティング エンジ

ン（RE）でプロセスが開始します。このフェールオーバーによって、ルーティング

状態などの損失および、システム環境の変化によるパフォーマンスの低下を引き起

こす場合があります。

show コマンドを使用して、クラスタにあるノードの状態を表示します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 0

Cluster ID: 9

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 254 primary no no

node1 1 secondary no no

このコマンドへの出力はノード 0 がプライマリであることを示します。

request コマンドを使用して、フェールオーバーをトリガし、ノード 1 をプライマリにします。

{primary:node0}

user@host> request chassis cluster failover redundancy-group 0 node 1

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Initiated manual failover for redundancy group 0

show コマンドを使用して、クラスタにあるノードの新しい状態を表示します。
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{secondary-hold:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 0

Cluster ID: 9

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 2

node0 254 secondary-hold no yes

node1 255 primary no yes

このコマンドへの出力は、これでノード 1 がプライマリになり、ノード 0 がセカンダリ保留

状態であることを示します。5 分後に、ノード 0 はセカンダリ状態へ移行します。

request コマンドを使用することで、冗長グループのフェールオーバーをリセットすることがで

きます。この変更はクラスタ全体に反映されます。

{secondary-hold:node0}

user@host> request chassis cluster failover reset redundancy-group 0 node 0

node0:

--------------------------------------------------------------------------

No reset required for redundancy group 0.

node1:

--------------------------------------------------------------------------

Successfully reset manual failover for redundancy group 0

5 分間の間隔が過ぎるまで、連続するフェールオーバーをトリガすることができません。

{secondary-hold:node0}

user@host> request chassis cluster failover redundancy-group 0 node 0

node0:

--------------------------------------------------------------------------

Manual failover is not permitted as redundancy-group 0 on node0 is in secondary-hold state.

show コマンドを使用して、クラスタにあるノードの新しい状態を表示します。

{secondary-hold:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 0

Cluster ID: 9

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 2

node0 254 secondary-hold no no

node1 1 primary no no

このコマンドへの出力は、連続するフェールオーバーが、いずれのノードにも発生していない

ことを示しています。

手動フェールオーバーを行った後、別のフェールオーバーを要求する前に、reset failover コ

マンドを発行する必要があります。

プライマリ ノードで障害が発生し、回復すると、通常の基準（優先順位およびプレエンプト）

をベースとしてプライマリ ノードの選択が行われます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1050ページのシャーシ クラスタの冗長グループ手動フェールオーバーについて

• 1053ページの例:連続するグループ フェールオーバー間のダンピング時間を使用してシャーシ

クラスタを構成する
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• 1054ページのシャーシ クラスタ冗長グループ フェールオーバーの SNMP フェールオーバー ト

ラップについて

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1046ページのグローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について

例:連続する冗長グループ フェールオーバー間のダンピング時間を使用してシャーシ ク

ラスタを構成する

この例では、シャーシ クラスタでの連続する冗長グループ フェールオーバー間のダンピング

時間を設定する方法を示します。即座に発生する連続冗長グループ フェールオーバーは、クラ

スタが予想できない動作を引き起こす可能性があります。そのためフェールオーバー間にはダ

ンピング時間が必要となります。

• 要件 1053ページ

• 概要 1053ページ

• 設定 1053ページ

• 確認 1054ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• 冗長グループ フェールオーバーについて理解します。1049ページの「シャーシ クラスタの冗

長グループ フェールオーバーについて」を参照してください。

• 冗長グループ手動フェールオーバーについて理解します。1050ページの「シャーシ クラスタの

冗長グループ手動フェールオーバーについて」を参照してください。

概要

ダンピング時間は、冗長グループでの連続のフェールオーバー間で許容される最小値の間隔で

す。この間隔は、フェールオーバー インターフェース監視障害によって起こる手動フェール

オーバーおよび自動フェールオーバーに影響します。

この例では、冗長グループ 0 での連続フェールオーバー間で許容の最小値の間隔である 420

に設定します。

設定

ステップごとの手順 連続する冗長グループのフェールオーバー間のダンピング時間を設定するには、次の操作を行

います。

1. 冗長グループに対するダンピング時間を設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 hold-down-interval 420

2. デバイスの設定後、その設定を確定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit
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確認

設定が正常に動作しているかを確認するには、show configuration chassis cluster コマンドを

入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1050ページのシャーシ クラスタの冗長グループ手動フェールオーバーについて

• 1051ページのシャーシ クラスタ手動冗長グループ フェールオーバーを開始する

• 1054ページのシャーシ クラスタ冗長グループ フェールオーバーの SNMP フェールオーバー ト

ラップについて

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1046ページのグローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について

シャーシ クラスタ冗長グループ フェールオーバーの SNMP フェールオーバー トラップ

について

シャーシ クラスタは SNMP トラップをサポートします。それは冗長グループのフェールオー

バーがある際はいつでもトリガされます。

トラップ メッセージはフェールオーバーのトラブルシューティングの際に役立ちます。その

メッセージには以下の情報が記載されています。

• クラスタ ID およびノード ID

• フェールオーバーの理由

• フェールオーバーに関与した冗長グループ

• 冗長グループの以前の状態と現在の状態

1 つのクラスタは、どの時点にあっても、保留状態、プライマリ状態、セカンダリ保留状態、

セカンダリ状態、不適合状態、無効状態という異なった状態になる可能性があります。トラッ

プは次の状態の移行にて生成されます（保留状態の移行のみはトラップをトリガしません）。

• プライマリ <–> セカンダリ

• プライマリ –> セカンダリ保留

• セカンダリ保留 –> セカンダリ

• セカンダリ –> 不適合

• 不適合 –> 無効

• 不適合 –> プライマリ

• セカンダリ –> 無効

インターフェース監視、SPU 監視、障害、および手動のフェールオーバーなどのいずれかのイ

ベントによって、移行がトリガされる場合があります。

出力インターフェースがトラップを生成するルーティング エンジンにあるノードと異なるノー

ドにある場合は、トラップは制御リンク経由で転送されます。
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traceoptions flag snmp ステートメントを設定することにより追跡ログを生成するように指定

することができます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1050ページのシャーシ クラスタの冗長グループ手動フェールオーバーについて

• 1051ページのシャーシ クラスタ手動冗長グループ フェールオーバーを開始する

• 1053ページの例:連続するグループ フェールオーバー間のダンピング時間を使用してシャーシ

クラスタを構成する

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1046ページのグローバルレベル オブジェクトのシャーシ クラスタ監視について

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェース

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて 1055ページ

• 例:シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェースを設定する 1057ページ

• シャーシ クラスタ インターフェースを確認する 1061ページ

• シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループについて 1062ページ

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

冗長イーサネット インターフェースは、クラスタの各ノードからの少なくとも 1 つの物理イ

ンターフェースを含む擬似インターフェースです。

冗長イーサネット インターフェースは、冗長イーサネット インターフェース（冗長親）の子

インターフェースと呼ばれる高速イーサネット インターフェースのペア、またはギガビット

イーサネット インターフェースのペアの少なくとも 1 つを含んでいる必要があります。冗長

イーサネット インターフェースに各ノードの子インターフェースが 2 つ以上割り当てられて

いる場合は、冗長イーサネット インターフェース リンクの集合グループが形成される必要が

あります。1 つの冗長イーサネット インターフェースには、ノード 0 の高速イーサネット イ

ンターフェースおよびノード 1 の高速イーサネット インターフェース、もしくはノード 0 の

ギガビット イーサネット インターフェースおよびノード 1 のギガビット イーサネット イン

ターフェースを含む必要があります。冗長イーサネット インターフェースのインターフェース

が、高速イーサネットまたはギガビット イーサネットのいずれかと同じ種類である必要があり

ますが、各ノードの同じスロットにある必要はありません。

SRX3400、SRX3600、SRX5600 および SRX5800 デバイスでは、10 ギガビット イーサネット（xe）

インターフェースは冗長イーサネット（reth）インターフェースの場合があります。

注: 冗長イーサネット インターフェースは設定コマンドで reth と呼ばれていま

す。

設定することができる冗長イーサネットインターフェースの最大数は、1056ページの表97 で示さ

れているように、使用しているデバイスのタイプによって異なります。設定される冗長イーサ

ネット インターフェースの数は、設定可能な冗長グループの数で決定します。
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表97: 冗長イーサネット インターフェースの最大許容数

reth インターフェースの

最大数デバイス

8SRX100

8SRX210

8SRX220

24SRX240

68SRX650

128SRX3400

128SRX3600

128SRX5600

128SRX5800

128J2320

128J2350

128J4350

128J6350

冗長イーサネット インターフェースの子インターフェースは子インターフェース設定の一部と

して冗長イーサネット インターフェースに関連付けられます。冗長イーサネット インター

フェースの子インターフェースは、その親の設定の大部分を継承します。

注: 冗長イーサネット インターフェースでプロミスキャス モードを有効にするこ

とができます。レイヤ 3 イーサネット インターフェースでプロミスキャス モード

を有効にすると、パケットの宛先 MAC アドレスに関係なくインターフェースで受信

したすべてのパケットは中心点、またはサービス処理ユニット（SPU）に送信されま

す。冗長イーサネット インターフェースでプロミスキャス モードを有効にした場

合は、プロミスキャス モードは子の物理インターフェースのすべてで有効になりま

す。

冗長イーサネット インターフェースでプロミスキャス モードを有効にするには、

[edit interfaces] 階層の promiscuous-mode ステートメントを使用します。

冗長イーサネット インターフェースは属する冗長グループ x のフェールオーバー プロパティ

を継承します。プライマリの子インターフェースが使用可能もしくはアクティブである間は、

冗長イーサネット インターフェースはアクティブのままです。例えば、冗長グループ 1 およ
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び冗長グループ 1 と関連する reth0 がノード 0 でアクティブな場合は、reth0 のノード 0 の

子が有効である間は、reth0 は有効です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1057ページの例:シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェースを設定する

• 1061ページのシャーシ クラスタ インターフェースを確認する

• 1062ページのシャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループにつ

いて

• 1069ページのシャーシ クラスタの条件付ルート通知について

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

例:シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェースを設定する

この例では、シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェースの設定方法を示します。

冗長イーサネット インターフェースは、2 つ以上の物理インターフェース（クラスタの各ノー

ドから最小で 1 つのインターフェースが含まれた）で成り立つ擬似インターフェースです。

• 要件 1057ページ

• 概要 1057ページ

• 設定 1058ページ

• 確認 1060ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定します。1119ページの「例:シャーシ

クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する」を参照してください。

• シャーシ クラスタでの冗長イーサネット インターフェースの数を設定します。1124ページの

「例:シャーシ クラスタでの冗長イーサネット インターフェースの数を設定する」を参照し

てください。

• シャーシ クラスタ ファブリックを設定します。1092ページの「例:シャーシ クラスタ ファブ

リックを設定する」を参照してください。

• 冗長グループを作成します。1036ページの「例:シャーシ クラスタ冗長グループを構成する」

を参照してください。

概要

物理インターフェースが冗長イーサネット インターフェースに割り当てられた後、冗長イーサ

ネット インターフェースのレベルにおいて物理インターフェースに関連する設定を行い、それ

ぞれの子のインターフェースは設定を継承します。

冗長イーサネット インターフェースは設定コマンドで reth と呼ばれています。
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注: 冗長イーサネット インターフェースでプロミスキャス モードを有効にするこ

とができます。レイヤ 3 イーサネット インターフェースでプロミスキャス モード

を有効にすると、パケットの宛先 MAC アドレスに関係なくインターフェースで受信

したすべてのパケットは中心点、またはサービス処理ユニットに送信されます。冗

長イーサネット インターフェースでプロミスキャス モードを有効にした場合は、

プロミスキャス モードは子の物理インターフェースのすべてで有効になります。

冗長イーサネット インターフェースでプロミスキャス モードを有効にするには、

[edit interfaces] 階層の promiscuous-mode ステートメントを使用します。

設定

CLI 簡単構成 IPv4 の冗長イーサネット インターフェースを簡単に設定するには、次のコマンドをコピーし、

CLI にペーストします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-7/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces fe-1/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

set interfaces fe-8/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet mtu 1500

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 10.1.1.3/24

set security zones security-zone Trust interfaces reth1.0

IPv6 の冗長イーサネット インターフェースを簡単に設定するには、次のコマンドをコピーし、

CLI にペーストします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-7/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces fe-1/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

set interfaces fe-8/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

set interfaces reth2 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth2 unit 0 family inet6 mtu 1500

set interfaces reth2 unit 0 family inet6 address 2010:2010:201::2/64

set security zones security-zone Trust interfaces reth2.0

ステップごとの手順 IPv4 の冗長イーサネット インターフェースを設定するには、次の操作を行います。

1. 冗長の子物理インターフェースを reth1 にバインドします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-7/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

2. 冗長の子物理インターフェースを reth2 にバインドします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fe-1/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

user@host# set interfaces fe-8/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

3. reth1 を冗長グループ 1 に追加します。

{primary:node0}[edit]
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user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

4. MTU サイズを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet mtu 1500

5. IP アドレスを ret1 に割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 10.1.1.3/24

6. reth1.0 を trust セキュリティ ゾーンに関連付けます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone Trust interfaces reth1.0

ステップごとの手順 IPv6 の冗長イーサネット インターフェースを設定するには、次の操作を行います。

1. 冗長の子物理インターフェースを reth1 にバインドします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-7/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

2. 冗長の子物理インターフェースを reth2 にバインドします。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fe-1/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

user@host# set interfaces fe-8/0/0 fast-ether-options redundant-parent reth2

3. reth2 を冗長グループ 1 に追加します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth2 redundant-ether-options redundancy-group 1

4. MTU サイズを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth2 unit 0 family inet6 mtu 1500

5. IP アドレスを ret2 に割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces reth2 unit 0 family inet6 address 2010:2010:201::2/64

6. reth2.0 を trust セキュリティ ゾーンに関連付けます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone Trust interfaces reth2.0

結果 設定モードで、show interfaces reth0 コマンドを入力することによって設定を確定します。意

図している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正し

てください。

簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show interfaces

interfaces {
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...

fe-1/0/0 {

fastether-options {

redundant-parent reth2;

}

}

fe-8/0/0 {

fastether-options {

redundant-parent reth2;

}

}

ge-0/0/0 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-7/0/0 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

reth1 {

redundant-ether-options {

redundancy-group 1;

}

unit 0 {

family inet {

mtu 1500;

address 10.1.1.3/24;

}

}

}

reth2 {

redundant-ether-options {

redundancy-group 1;

}

unit 0 {

family inet6 {

mtu 1500;

address 2010:2010:201::2/64;

}

}

}

...

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースを確認する 1061ページ
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シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースを確認する

目的 シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェースの設定を確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces | match reth1 コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show interfaces | match reth1

ge-0/0/0.0 up down aenet --> reth1.0

ge-7/0/0.0 up down aenet --> reth0.0

reth1 up down

reth1.0 up down inet 10.1.1.3/24

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1061ページのシャーシ クラスタ インターフェースを確認する

• 1062ページのシャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループにつ

いて

• 1069ページのシャーシ クラスタの条件付ルート通知について

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ インターフェースを確認する

目的 シャーシ クラスタ インターフェースについての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link 0 name: em0

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

ge-6/0/0 200 Up 1

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link 0 name: em0

Control link 1 name: em1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

ge-6/0/0 200 Up 1
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注: SRX3400、SRX3600、SRX5600 および SRX5800 デバイスでは、8 のキュー設定は

シャーシ クラスタ インターフェースに反映されません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1057ページの例:シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェースを設定する

シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループについて

• シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループについて 1062ページ

• 例：シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループを構成す

る 1064ページ

• 例:シャーシ クラスタ最小リンクを設定する 1067ページ

シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループについて

IEEE 802.3ad ベースのイーサネット リンク集合グループ（LAG）のサポートによって、スタン

ドアロン デバイス上の物理インターフェースの統合を可能にします。スタンドアロン デバイ

スの LAG は、増長されたインターフェース帯域幅およびリンクの可用性を提供します。冗長

イーサネット インターフェース LAG を作成することによって、シャーシ クラスタ内のリンク

の集団は、冗長イーサネット インターフェースが 2 つ以上の物理子インターフェースを追加

することを可能にします。冗長イーサネット インターフェース LAG は、各ノードの冗長イー

サネット インターフェースごとに 8 つまでのリンクを持つことができます（冗長イーサネッ

ト インターフェースに合計 16 のリンク）。

冗長イーサネット インターフェース LAG での集合リンクは、シャーシ クラスタ冗長性の追加

された利点を持つスタンドアロン デバイス上の LAG と同じ帯域幅、および冗長利点を提供し

ます。冗長イーサネット インターフェース LAG には 2 つのタイプの同時冗長性があります。

各ノードの冗長イーサネット インターフェース内にある集合リンクには冗長性があります。プ

ライマリ集団にある 1 つのリンクに障害が発生した場合は、そのトラフィックのロードは残り

のリンクによって処理されます。プライマリ ノードにある子のリンクの多数に障害が発生した

場合は、冗長イーサネット インターフェース全体にあるすべてのトラフィックが他のノードに

ある集団リンクにフェールオーバーするように冗長イーサネット インターフェース LAG を設

定することができます。

ローカル LAG として知られる集団イーサネット インターフェースは、シャーシ クラスタの各

ノードでもサポートされますが、冗長イーサネット インターフェースへ追加することはできま

せん。ローカル LAG は ae- 接頭辞を使用してシステム インターフェース リストで表示され

ます。また、既存のローカル LAG の あらゆる子インターフェースは、冗長イーサネット イン

ターフェースへ追加することができず、その逆も同様です。クラスタ内のノードを接続するた

めの 1 つのスイッチ（または複数のスイッチ）は、両方のノードの 各 LAG に対して、LAG リ

ンクが設定され、802.3ad を有効にしていることが必要になり、それにより集合リンクが適切

に認識されトラフィックが正しく通過します。各クラスタの LAG インターフェース（ae）およ

び冗長イーサネット インターフェース（reth）を組み合わせた最大合計数は 128 です。
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注: シャーシ クラスタにある各ノードの冗長イーサネット インターフェース LAG

の子リンクは、ピア デバイスで異なる LAG に接続されなければなりません。1 つ

のピア スイッチが冗長イーサネット インターフェースの終了に使用されると、2

つの別の LAG がスイッチで使用される必要があります。

異なる PIC または IOC からのリンク、および異なるケーブルの種類（例、銅および光ファイ

バー）を使用すると、同じ冗長イーサネット インターフェース LAG に追加することができま

すが、インターフェースの速度は同じで、すべてのインターフェースは全二重モードである必

要があります。しかしながら、トラフィックのオーバーヘッド処理量を軽減するためには、可

能な限り、同じ PIC または IOC のインターフェースを使用することを推奨します。どちらの

場合であっても、冗長イーサネット インターフェース LAG で設定されているすべてのインター

フェースは同じ仮想 MAC アドレスを共有します。

また、冗長イーサネット インターフェース設定は最小限のリンク設定も含みます。この設定に

よって作動していないとインターフェースが使用できない特定の冗長イーサネット インター

フェース内にあるプライマリ ノードの物理子リンクの最少数を設定することができます。デ

フォルトのリンクの最小値は 1 です。リンクの最小数設定はプライマリ ノードにある子リン

クの監視のみを行うことにご注意ください。冗長イーサネット インターフェースは入口トラ

フィックもしくは出口トラフィックのバックアップ ノードにある物理インターフェースを使用

しません。

以下のサポートの詳細についてご注意ください。

• サービス品質（QoS）は冗長イーサネット インターフェース LAG でサポートされます。しか

し、保証されている帯域幅はすべてのリンク全体で複製されます。リンクが喪失した場合は、

それに対応する保証された帯域幅も失われます。

• レイヤ 2 透過モードおよびレイヤ 2 セキュリティ機能は冗長イーサネット インターフェー

ス LAG でサポートされます。

• リンク集合制御プロトコル（LACP）は、シャーシ クラスタ配備でサポートされます。集合

イーサネット インターフェースおよび冗長イーサネット インターフェースは同時にサポー

トされます。

• シャーシ クラスタ管理、制御、およびファブリック インターフェースは冗長イーサネット

インターフェース LAG として設定し、冗長イーサネット インターフェース LAG に追加する

ことができます。

• ネットワーク プロセッサのバンドリングは同じクラスタにある冗長イーサネット インター

フェース LAG と共存できます。しかしながら、インターフェースを冗長イーサネット イン

ターフェース LAG およびネットワーク プロセッサ バンドルに同時に割り当てることはサ

ポートされていません。

• 1 つのフロー スロープットは、集合インターフェースの速度に関係なく 1 つの物理リンク

の速度に制限されます。

注: イーサネット インターフェースリンク集団および LACP に関する情報は、 セ

キュリティ デバイスの Junos OS インターフェース設定ガイドの「集合イーサネッ

ト」の章を参照してください。

1063Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第41章: シャーシ クラスタ



関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1064ページの例：シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループ

を構成する

• 1067ページの例:シャーシ クラスタ最小リンクを設定する

• 1069ページのシャーシ クラスタの条件付ルート通知について

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

例：シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループを構成

する

この例では、シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループの

構成方法を示します。シャーシ クラスタの構成は冗長イーサネット インターフェースの各ノー

ドの 1 つ以上の子インターフェースをサポートします。各ノードの、少なくとも、2 つの物理

子インターフェース リンクが冗長イーサネット インターフェース設定に含まれる場合は、冗

長イーサネット インターフェース リンク集合グループを形成するためにインターフェースは

冗長イーサネット インターフェース内で組み合わせられます。

要件

始める前に、以下を行います。

• シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて理解します。1055ページの

「シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェース」を参照してください。

• シャーシ クラスタ冗長インターフェースを設定します。1057ページの「例:シャーシ クラスタ

冗長イーサネット インターフェースを設定する」を参照してください。

• シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループについて理解し

ます。1062ページの「シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グ

ループについて」を参照してください。

概要

注: 集合を行うには、クラスタのノードに接続するために使用しているスイッチは、

各ノードでの冗長イーサネット インターフェース物理子リンクで IEEE 802.3ad リ

ンク集合を有効にしている必要があります。多くのスイッチが IEEE 802.3ad をサ

ポートし、LACP にも対応しているため、SRX シリーズ デバイスでは LACP を有効

にすることを推奨します。スイッチで LACP が利用可能でない場合は、SRX シリー

ズ デバイスで LACP を有効にしてはいけません。

この例では、イーサネット インターフェース リンク集合グループを形成するように 6 つの

イーサネット インターフェースを reth1 に割り当てます。

• ge-1/0/1—reth1

• ge-1/0/2—reth1
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• ge-1/0/3—reth1

• ge-12/0/1—reth1

• ge-12/0/2—reth1

• ge-12/0/3—reth1

注: 1 つの冗長イーサネット インターフェース LAG が設定されていると、クラス

タの各ノードには最大 8 つのインターフェース、つまり合計で 16 の子インター

フェースが 1 つの冗長イーサネット インターフェスに割り当てることができます。

構成

CLI 簡単構成 冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループを簡単に構成するには、次のコマン

ドをコピーし、CLI にペーストします。

{primary:node0}[edit]

set interfaces ge-1/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-1/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-1/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-12/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-12/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-12/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

ステップごとの手順 冗長イーサネット インターフェー スリンク集合グループを構成するには、次の操作を行いま

す。

1. イーサネット インターフェースを reth1 に割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-1/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-1/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-1/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-12/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-12/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-12/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

結果 設定モードで、show interfaces reth1 コマンドを入力することによって設定を確定します。意

図している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正し

てください。

簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

user@host# show interfaces reth1

...

ge-1/0/1 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-1/0/2 {

gigether-options {
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redundant-parent reth1;

}

}

ge-1/0/3 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-12/0/1 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-12/0/2 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

ge-12/0/3 {

gigether-options {

redundant-parent reth1;

}

}

...

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

冗長イーサネット インターフェース LAG 設定を確認する

目的 冗長イーサネット インターフェース LAG 設定を確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces terse | match reth コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show interfaces terse | match reth

ge-1/0/1.0 up down aenet --> reth1.0

ge-1/0/2.0 up down aenet --> reth1.0

ge-1/0/3.0 up down aenet --> reth1.0

ge-12/0/1.0 up down aenet --> reth1.0

ge-12/0/2.0 up down aenet --> reth1.0

ge-12/0/3.0 up down aenet --> reth1.0

reth0 up down

reth0.0 up down inet 10.100.37.214/24

reth1 up down

reth1.0 up down inet

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1067ページの例:シャーシ クラスタ最小リンクを設定する

• 1069ページのシャーシ クラスタの条件付ルート通知について

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について
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例:シャーシ クラスタ最小リンクを設定する

この例では、インターフェースを作動するために必要なプライマリ ノードにある冗長イーサ

ネット インターフェースへ割り当てられている物理リンクの最小数を指定する方法を示しま

す。

• 要件 1067ページ

• 概要 1067ページ

• 設定 1067ページ

• 確認 1068ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• 冗長イーサネット インターフェースについて理解します。1055ページの「シャーシ クラスタ

の冗長イーサネット インターフェース」を参照してください。

• 冗長イーサネット インターフェースを設定します。1057ページの「例:シャーシ クラスタ冗長

イーサネット インターフェースを設定する」を参照してください。

• 冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループについて理解します。1064ページの

「例：シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループを構成す

る」を参照してください。

概要

冗長イーサネット インターフェースに 2 つ以上の子リンクがある場合は、インターフェース

を作動するために必要なプライマリ ノードにあるインターフェースへ割り当てられる物理リン

クの最小数を指定することができます。プライマリ ノードにある物理リンクの数が最小リンク

の値よりも下回った場合は、まだ実行中のリンクがある場合であってもインターフェースは停

止します。

この例では、プライマリ ノードにある reth1（最小リンク値）へバインドしている 3 つの子

リンクがインターフェースが停止しないようにするために機能するように指定します。例えば、

reth1 に割り当てられいる 6 つのインターフェースにある冗長イーサネットインターフェース

LAG では、最小のリンクの値が 3 に設定されているということは、プライマリ ノードにある

すべての reth1 子リンクはインターフェースが停止状態にならないように作動している必要が

あります。

注: 2 つの子インターフェース（それぞれのノードに各 1 つ）のみがある冗長イー

サネット インターフェースでの最小リンク値を設定することができますが、推奨し

ません。

設定

ステップごとの手順 最小リンク数を指定するには、次の操作を行います。

1. 冗長イーサネット インターフェースの最小リンク数を指定します。

{primary:node0}[edit]
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user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options minimum-links 3

2. デバイスの設定後、その設定を確定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作しているかを確認するには、show interface reth1 コマンドを入力します。

{primary:node0}[edit]

user@host> show interfaces reth1

Physical interface: reth1, Enabled, Physical link is Down

Interface index: 129, SNMP ifIndex: 548

Link-level type: Ethernet, MTU: 1514, Speed: Unspecified, BPDU Error: None,

MAC-REWRITE Error: None, Loopback: Disabled, Source filtering: Disabled,

Flow control: Disabled, Minimum links needed: 3, Minimum bandwidth needed: 0

Device flags : Present Running

Interface flags: Hardware-Down SNMP-Traps Internal: 0x0

Current address: 00:10:db:ff:10:01, Hardware address: 00:10:db:ff:10:01

Last flapped : 2010-09-15 15:54:53 UTC (1w0d 22:07 ago)

Input rate : 0 bps (0 pps)

Output rate : 0 bps (0 pps)

Logical interface reth1.0 (Index 68) (SNMP ifIndex 550)

Flags: Hardware-Down Device-Down SNMP-Traps 0x0 Encapsulation: ENET2

Statistics Packets pps Bytes bps

Bundle:

Input : 0 0 0 0

Output: 0 0 0 0

Security: Zone: untrust

Allowed host-inbound traffic : bootp bfd bgp dns dvmrp igmp ldp msdp nhrp

ospf pgm pim rip router-discovery rsvp sap vrrp dhcp finger ftp tftp

ident-reset http https ike netconf ping reverse-telnet reverse-ssh rlogin

rpm rsh snmp snmp-trap ssh telnet traceroute xnm-clear-text xnm-ssl lsping

ntp sip

Protocol inet, MTU: 1500

Flags: Sendbcast-pkt-to-re

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1062ページのシャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループにつ

いて

• 1064ページの例：シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェース リンク集合グループ

を構成する

• 1069ページのシャーシ クラスタの条件付ルート通知について

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について
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シャーシ クラスタの条件付ルート通知

• シャーシ クラスタの条件付ルート通知について 1069ページ

• 例：シャーシ クラスタの条件付ルート通知を設定する 1071ページ

シャーシ クラスタの条件付ルート通知について

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェース経由のルート通知は、クラスタのア

クティブなノードが動的に変化するということにより複雑になっています。条件付きルート通

知を使用すると、、現在アクティブな冗長イーサネット インターフェースと同じノードに存在

する境界ゲートウェイ プロトコル（BGP）インターフェースにコア ネットワークからの受信ト

ラフィックが呼び込まれるようにルートを通知することができます。この方法では、トラフィッ

クはアクティブ ノードで処理され、ノード間のファブリック インターフェースを通過しませ

ん。ルートが BGP によって通知されるときに、BGP 属性を操作することによって行います。

シャーシ クラスタでの条件付きルート通知の目的は、上流のネットワークからの受信ネット

ワークが、現在アクティブな冗長イーサネットインターフェースにあるノードに到着すること

を確実にするために行います。この仕組みを理解するには、シャーシ クラスタにある各ノード

に独自のインターフェースのセットがある点に留意してください。1070ページの図89 では、企業

LAN に接続している冗長イーサネット インターフェースを使用し、シャーシ クラスタを経由

しての外部ネットワーク セグメントへの典型的な流れを示しています。
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図 89: 条件付きルート通知

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1071ページの例：シャーシ クラスタの条件付ルート通知を設定する

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について
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例：シャーシ クラスタの条件付ルート通知を設定する

この例では、上流のネットワークからの受信ネットワークが、現在アクティブな冗長イーサネッ

ト インターフェースにあるノードに到着することを確実にするための、シャーシ クラスタで

の条件付きルート通知の設定方法を示します。

• 要件 1071ページ

• 概要 1071ページ

• 設定 1073ページ

要件

開始する前に、シャーシ クラスタでの条件付きルート通知について理解します。1069ページの

「シャーシ クラスタの条件付ルート通知について」を参照してください。

概要

1072ページの図90 の図で表示されているように、IGP 経由の冗長イーサネット インターフェー

スから得たルーティング プレフィックスは、BGP を使用してネットワークのコアに向かって通

知されます。インターフェース t1-1/0/0 からと、BGP マルチホーミング対応の t1-1/0/1 か

らの各 1 つの BGP セッションが維持されています。すべてのルーティング プレフィックスは

両方のセッションで通知されています。そのため、冗長イーサネット インターフェース経由で

学習した BGP によって通知されたルートでは、アクティブな冗長イーサネット インターフェー

スが BGP セッションと同じノードにある場合は、“good” BGP 属性を使用してルートを通知

します。
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図 90: 条件付きルート通知
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この動作を行うには、ルートをエクスポートする前にポリシを BGP に適用します。ポリシ一致

条件での追加の用語は、ルート決定を行う前に、ネクスト ホップ点の現在のアクティブな冗長

イーサネット インターフェース子インターフェースを決定します。子冗長イーサネット イン

ターフェースのアクティブな状態が変更されると、影響されるすべての BGP ルートに対しての

エクスポート ポリシを再評価します。

この設定での条件ステートメントは以下のように作用します。この条件に対して評価されるあ

らゆるルートのコマンド状態は以下の場合のみ、通過します。

• ルートに、ネクスト ホップ インターフェースとしての冗長イーサネット インターフェース

がある。

• 冗長イーサネット インターフェースの現在の子インターフェースが、ノード 0 でアクティ

ブである（route-active-on node0 キーワードによって指定されている）。

{primary:node0}[edit]
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user@host# set policy-options condition reth-nh-active-on-0 route-active-on node0

ルートには、複数の等価コスト ネクスト ホップがある可能性があり、それらのネクスト ホッ

プは冗長イーサネット インターフェース、通常のインターフェース、またはその両方が組み合

わさったものである場合があります。ルートは、そのネクスト ホップとして 1 つの冗長イー

サネット インターフェースがあるという要件を満たします。

以前の例のコマンドでのノード 0 に対する BGP エクスポート ポリシ設定を使用する場合は、

次の要件を満たす OSPF ルートのみがセッションで通知されます。

• OSPF ルートに、ネクスト ホップとして冗長イーサネット インターフェースがある。

• 冗長イーサネット インターフェースの現在の子インターフェースが現時点でノード 0 でア

クティブである。

また、この同じプロセスを使用して、他の BGP セッションの別個のポリシ ステートメントを

作成し、適用する必要があります。

BGP MED 属性に加えて、origin-cod、as-path およびコミュニティなどの追加の BGP 属性を定

義することができます。

設定

CLI 簡単構成 追加のルート通知を簡単に設定するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペーストします。

{primary:node0}[edit]

set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0 from protocol ospf

set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0 from condition

reth-nh-active-on-0

set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0 then metric 10

set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0 then accept

set policy-options condition reth-nh-active-on-0 route-active-on node0

ステップごとの手順 条件付きルート通知を設定するには、次の操作を行います。

1. ポリシを作成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0

from protocol ospf

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0

from condition reth-nh-active-on-0

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0

then metric 10

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options policy-statement reth-nh-active-on-0 term ospf-on-0

then accept

{primary:node0}[edit]

user@host# set policy-options condition reth-nh-active-on-0 route-active-on node0

結果 設定モードで、show policy-options コマンドを入力することによって設定を確定します。意図

している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正して

ください。

1073Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第41章: シャーシ クラスタ



{primary:node0}[edit]

user@host# show policy-options

policy-statement reth-nh-active-on-0 {

term ospf-on-0 {

from {

protocol ospf;

condition reth-nh-active-on-0;

}

then {

metric 10;

accept;

}

}

}

condition reth-nh-active-on-0 route-active-on node0;

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1055ページのシャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ制御プレーン

• シャーシ クラスタ制御プレーンについて 1074ページ

• シャーシ クラスタ制御リンクについて 1075ページ

• 例:シャーシ クラスタ制御ポートを設定する 1076ページ

• シャーシ クラスタ二重制御リンクについて 1079ページ

• シャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する 1080ページ

• SRX5600 および SRX5800 デバイスでのシャーシ クラスタ二重制御リンクを使用して、2 つ

目のルーティング エンジンをアップグレードする 1082ページ

• シャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて 1083ページ

• シャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について 1084ページ

• 例:シャーシ クラスタ制御リンク復元を設定する 1086ページ

• シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する 1087ページ

• シャーシ クラスタ制御プレーン統計を消去する 1088ページ

シャーシ クラスタ制御プレーンについて

アクティブ モードまたはバックアップ モードで作動する制御プレーン ソフトウェアはクラス

タのプライマリ ノードでアクティブな Junos OS の不可欠な部分です。情報、設定、その他の

情報をセカンダリ ノードにある非アクティブなルーティング エンジンへ伝達することにより、

冗長をアーカイブ化します。マスタ ルーティング エンジンに障害が起きた場合、セカンダリ

ルーティング エンジンが制御を引き継ぎます。

制御プレーン ソフトウェアは以下を行います。
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• ルーティング エンジンの作動と両方のノードにあるインターフェースを含む、シャーシ ク

ラスタ システム全体の監視

• システム、および各ノードにあるパケット転送エンジン（PFE）を含むデータ プレーン リ

ソースの管理

• 制御リンク経由での設定の同期

• 認証、承認、アカウント管理（AAA）機能を含む、セッションの確立と維持

• アプリケーション指定のシグナリング プロトコルの管理

• Telnet 接続などの管理セッションの確立と維持

• 非対称ルーティングの取り扱い

• ルーティング状態、アドレス解決プロトコル（ARP）処理、動的ホスト構成プロトコル（DHCP）

処理の管理

制御プレーン ソフトウェアの情報は次の 2 つのパスに従います。

• プライマリ ノード（ルーティング エンジンがアクティブなノード）では、制御情報はルー

ティング エンジンからローカルのパケット転送エンジンへ流れます。

• 制御情報は、制御リンク上でセカンダリ ノードのルーティング エンジンとパケット転送エ

ンジンに流れます。

マスタ ルーティング エンジンで起動している制御プレーン ソフトウェアは全体のクラスタの

状態を維持し、そのノードで実行されているプロセスのみが状態情報を更新します。マスタ

ルーティング エンジンはセカンダリ ノードの状態を同期し、またすべてのホスト トラフック

を処理します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1075ページのシャーシ クラスタ制御リンクについて

• 1076ページの例:シャーシ クラスタ制御ポートを設定する

• 1079ページのシャーシ クラスタ二重制御リンクについて

• 1083ページのシャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて

• 1084ページのシャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ制御リンクについて

制御リンクは独自のプロトコルに依存し、ノード内のセッション状態、設定および発信中の信

号を送信します。

SRX5600 および SRX5800 デバイスでは、すべての制御ポートはデフォルトで無効です。デバイ

スの各 SPC には 2 つの制御ポートがあり、各デバイスに複数の SPC の電源を差し込むことが

できます。SR5600 および SRX5800 デバイスを使用するシャーシ クラスタで制御リンクを設定

するには、各デバイス（fpcn および fpcn）で使用する制御ポートを接続、設定し、次にクラス

タ モードでデバイスを初期化します。。
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SRX3400 および SRX3600 デバイスには、スイッチ ファブリック ボードに専用のシャーシ ク

ラスタ（HA）制御ポートがあります。SRX3400 および SRX3600 デバイスには制御リンク設定は

必要ありません。

SRX650 および SRX240 デバイスの制御リンクでは ge-0/0/1 インターフェースを使用します。

SRX100、SRX210 および SRX220 デバイスの制御リンクでは、ge-0/0/7 インターフェースを使用

します。

J シリーズのシャーシ クラスタでは制御リンクは、各デバイスの ge-0/0/3 ポート間の物理接

続です。両方とも fxp1 に変換されます。

管理リンク、制御リンク、ファブリック リンクのポートおよびインターフェースの使用につい

ての詳細は、1100ページの表99および1106ページの表100を参照してください。

J シリーズ デバイスの制御リンクを設定するには、2 つのデバイス間の制御インターフェース

を接続します。クラスタ モードでデバイスを初期化するには、Junos OS は制御インターフェー

スの名前を fxp1 に変更し、そのインターフェースをクラスタ制御リンクに使用します。デー

タを送信するために、制御リンクを有効にするには、システムは各 fxp1 制御リンク インター

フェースに内部 IP アドレスを提供します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1076ページの例:シャーシ クラスタ制御ポートを設定する

• 1079ページのシャーシ クラスタ二重制御リンクについて

• 1080ページのシャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する

• 1083ページのシャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて

• 1084ページのシャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について

• 1074ページのシャーシ クラスタ制御プレーンについて

例:シャーシ クラスタ制御ポートを設定する

この例では、SRX5600 および SRX5800 デバイスにあるシャーシ クラスタ制御ポートの設定方

法を示します。制御リンクをセットアップするには、各デバイスで使用する制御ポートを設定

する必要があります。

• 要件 1076ページ

• 概要 1077ページ

• 設定 1077ページ

• 確認 1078ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• シャーシ クラスタ制御リンクについて理解します。1075ページの「シャーシ クラスタ制御リ

ンクについて」を参照してください。
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• デバイスの制御ポートに物理的に接続します。1110ページの「SRX シリーズ ハードウェアを接

続し、シャーシ クラスタを作成する」を参照してください。

概要

SRX5600 および SRX5800 デバイスでは、すべての制御ポートはデフォルトで無効です。制御

ポートに接続し、シャーシ クラスタを確立し、制御ポートを設定した後に、制御リンクはセッ

トアップされます。オプションで、シャーシ クラスタの SRX5600 または SRX5800 デバイスに

二重制御リンクを設定することもできます。

この例では、FPC とポートのある制御ポートを以下のような制御リンクとして設定します。

• FPC 4、ポート 0

• FPC 10、ポート 0

この例では、FPC とポートのある制御ポートを以下のような二重制御リンクとして設定します。

• FPC 4、ポート 0

• FPC 10、ポート 0

• FPC 6、ポート 1

• FPC 12、ポート 1

設定

CLI 簡単構成 シャーシ クラスタで制御リンクとして使用する制御ポートを簡単に設定するには、次のコマン

ドをコピーして、それを CLI にペーストします。

{primary:node0}[edit]

set chassis cluster control-ports fpc 4 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 10 port 0

シャーシ クラスタで二重制御リンクとして使用する制御ポートを簡単に設定するには、次のコ

マンドをコピーして、それを CLI にペーストします。

{primary:node0}[edit]

set chassis cluster control-ports fpc 4 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 10 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 6 port 1

set chassis cluster control-ports fpc 12 port 1

ステップごとの手順 シャーシ クラスタでの制御リンクとして使用する制御ポートを設定するには、次の操作を行い

ます。

1. 制御ポートを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 4 port 0

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 10 port 0
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ステップごとの手順 シャーシ クラスタでの二重制御リンクとして使用する制御ポートを設定するには、次の操作を

行います。

1. 制御ポートを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 4 port 0

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 10 port 0

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 6 port 1

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 12 port 1

結果 設定モードで、show chassis cluster コマンドを入力することによって設定を確定します。意

図している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正し

てください。

簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show chassis cluster

...

control-ports {

fpc 4 port 0;

fpc 10 port 0;

}

...

{primary:node0}[edit]

user@host# show chassis cluster

...

control-ports {

fpc 4 port 0;

fpc 6 port 1;

fpc 10 port 0;

fpc 12 port 1;

}

...

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ状態を確認する 1078ページ

シャーシ クラスタ状態を確認する

目的 シャーシ クラスタ状態を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}
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user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 0 primary no no

node1 0 secondary no no

意味 show chassis cluster status コマンドを使用して、シャーシ クラスタのデバイスが相互通信

していることを確認します。1 つのデバイスがプライマリ ノードでもう一方がセカンダリ ノー

ドの場合は、シャーシ クラスタは正常に機能します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1079ページのシャーシ クラスタ二重制御リンクについて

• 1080ページのシャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する

• 1083ページのシャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて

• 1084ページのシャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について

• 1074ページのシャーシ クラスタ制御プレーンについて

シャーシ クラスタ二重制御リンクについて

クラスタ内の各デバイス間で接続されている制御リンク インターフェースの 2 つのペアのあ

る二重制御リンクは、SRX5000 および SRX3000 系統でサポートされています。2 つの制御リン

クがあることで、1 ヶ所で起きた障害を回避することができます。

SRX5000 系統では、この機能には 2 つ目のルーティング エンジンと 2 つ目のスイッチ制御

ボードが必要になり、ルーティング エンジンを収納し、クラスタの各デバイスにインストール

されます。2 つ目のルーティング エンジンは、SCB にあるスイッチを初期化する目的のみに必

要です。

SRX3000 系統では、この機能は SRX クラスタリング モジュール（SCM）がクラスタの各デバイ

スにインストールされていることが必要です。SCM はルーティング エンジン スロットに適合

しますが、ルーティング エンジンではありません。SRX3000 系統のデバイスは 2 つ目ルーティ

ング エンジンをサポートしません。SCM の目的は 2 つ目の制御リンクを初期化することです。

注: SRX5000 系統では、2 つ目のルーティング エンジンは Junos OS リリース10.1

以降を起動している必要があります。SRX3000 系統では、クラスタは Junos OS リ

リース 10.2 以降を起動している必要があります（SCM はそれ以前のリリースをサ

ポートしていないので、間違って認識される場合があります）。

SRX5000 系統のデバイスにインストールされる 2 つ目のルーティング エンジンにはバックアッ

プ機能がありません。同じノードのマスタ ルーティング エンジンのソフトウェア アップグ

レードがある場合でも、アップグレードする必要はありません。以下の条件にご注意ください。
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• 2 つ目のルーティング エンジンで、CLI を起動または設定モードを入力することはできませ

ん。

• 2 つ目のルーティング エンジンでシャーシ ID およびクラスタ ID を設定する必要はありま

せん。

• 2 つ目のルーティング エンジンへのコンソール接続のみが必要です。（2 つ目のルーティン

グ エンジンが起動したことを確認する、またはソフトウェア画像を更新しない場合は、コン

ソール接続は必要ありません。）

• マスタ ルーティング エンジンから 2 つ目のルーティング エンジンへのログインはできま

せん。

注: 1 つ目のルーティング エンジンがインストールされている限りは、2 つ目の

ルーティング エンジンはシャーシのマスタシップを引き継ぐことができません。そ

れはシャーシにあるすべてのハードウェアを制御することができないということで

す。マスタ ルーティング エンジンが存在しない場合のみに、2 つ目のルーティン

グ エンジンはマスタとして機能することができます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1075ページのシャーシ クラスタ制御リンクについて

• 1080ページのシャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する

• 1082ページのSRX5600 および SRX5800 デバイスでのシャーシ クラスタ二重制御リンクを使用

して、2 つ目のルーティング エンジンをアップグレードする

• 1083ページのシャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて

• 1084ページのシャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について

• 1074ページのシャーシ クラスタ制御プレーンについて

シャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する

SRX5000 および SRX3000 系統では、制御リンクの障害の可能性を効果的に低くするために 2

つのデバイス間に 2 つの制御リンクを接続させることができます。

SRX5000 系統のデバイスでは、同じタイプのイーサネット ポートの 2 つのペアを接続させま

す。各デバイスでは、同じサービス処理カード（SPC）にあるポートを使用することができます

が、高可用性のために 2 つの異なる SPC にあるポートを使用することを推奨します。1081ペー

ジの図91 で、接続されている二重制御リンクのある SRX5800 デバイスの 1 つのペアを示して

います。この例では、制御ポート 0 および制御ポート 1 は異なる SPC で接続されます。
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図 91: 二重制御リンクを接続する（SRX5800 デバイス）

SRX3000 系統のデバイスでは、同じタイプのイーサネット ポートにある 2 つのペアを接続さ

せます。各デバイスには、それぞれに利用可能な内蔵ポートを使用します。1081ページの図92 で

は、接続済みの二重制御リンクのある SRX3400 デバイスの 1 つのペアを示しています。

図 92: 二重制御リンクを接続する（SRX3400 デバイス）

注: SRX5000 および SRX3000 系統のデバイスでは、1 つのノードにある制御ポート

0 をもう一方のノードにあるポート 0 に接続し、同様に制御ポート 1 は制御ポー

ト 1 に接続する必要があります。制御ポート 0 を制御ポート 1 に接続する場合

は、ノードは制御リンク経由でハートビート パケットを受信することができませ

ん。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1075ページのシャーシ クラスタ制御リンクについて

• 1079ページのシャーシ クラスタ二重制御リンクについて

• 1082ページのSRX5600 および SRX5800 デバイスでのシャーシ クラスタ二重制御リンクを使用

して、2 つ目のルーティング エンジンをアップグレードする

• 1083ページのシャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて

• 1084ページのシャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について

• 1074ページのシャーシ クラスタ制御プレーンについて
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SRX5600 および SRX5800 デバイスでのシャーシ クラスタ二重制御リンクを使用して、2 つ目のルーティ
ング エンジンをアップグレードする

SRX5600 および SRX5800 では、二重制御リンクを使用している場合は、クラスタの各デバイス

は 2 つ目のルーティング エンジンが必要です。2 つ目のルーティング エンジンはバックアッ

プ機能を提供しません。このルーティング エンジンは、スイッチ制御ボード（SCB）にあるス

イッチの初期化のみに使用されます。2 つ目のルーティング エンジンは Junos OS リリース

10.0 以降を起動している必要があります。

それは、CLI を起動することや、2 つ目のルーティング エンジンで設定モードの入力をするこ

とができず、通常のアップグレード コマンドを使用して Junos OS の画像をアップグレードす

ることができないためです。その代わりに、マスタ ルーティング エンジン（RE0）を使用し

て、起動可能な USB ストレージ デバイスを作成することができます。それを使用して、2 つ

目のルーティング エンジン（RE1）でソフトウェア画像をインストールすることができます。

2 つ目のルーティング エンジン（RE1）でのソフトウェア画像をアップグレードするには、次

の操作を行います。

1. FTP を使用してマスタ ルーティング エンジンの /var/tmp ディレクトリにインストール メ

ディアをコピーします。

2. マスタ ルーティング エンジン（RE0）の USB ポートに USB ストレージ デバイスを挿入し

ます。

3. UNIX シェルで、/var/tmp ディレクトリに移動します。

start shell

cd /var/tmp

4. ルートユーザーまたはスーパーユーザーとしてログインします。

su [enter]

password:[enter SU password]

5. 次のコマンドを発行します 。

dd if=installMedia of=/dev/externalDrive bs=64

ここで

• externalDrive—リムーバブル メディア名を参照します。例えば、SRX5000 系統のデバイス

にあるリムーバブル メディア名が両方のルーティング エンジンで da0 とします。

• installMedia—/var/tmp ディレクトリにダウンロードするインストール メディアを参照し

ます。例、install-media-srx5000-10.1R1-domestic.tgz

以下のコード例を使用すると、手順 1 でマスタ ルーティング エンジン（RE0）にコピーし

た画像を USB ストレージ デバイスに書き込むことができます。

dd if=install-media-srx5000-10.1R1-domestic.tgz of=/dev/da0 bs=64k

6. ルートユーザーまたはスーパーユーザーとしてログアウトします。

exit

7. ソフトウェア画像の USB ストレージ デバイスへの書き込み終了後、デバイスを取り外し、

2 つ目のルーティング エンジン（RE1）の USB ポートに差し込みます。
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8. まだ接続していない場合は、マスタ ルーティング エンジンのコンソール接続を 2 つ目の

ルーティング エンジン（RE1）へ移動します。

9. 2 つ目のルーティング エンジン（RE1）を再起動します。次のコマンドを発行します 。

# reboot

• 次のシステム出力が表示された場合は、y を押します。

WARNING: The installation will erase the contents of your disks.

Do you wish to continue (y/n)?

• 次のシステム出力が表示された場合は、USB ストレージ デバイスを取り外し、 Enter を

押します。

Eject the installation media and hit [Enter] to reboot?

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1075ページのシャーシ クラスタ制御リンクについて

• 1079ページのシャーシ クラスタ二重制御リンクについて

• 1080ページのシャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する

• 1083ページのシャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて

• 1084ページのシャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について

• 1074ページのシャーシ クラスタ制御プレーンについて

シャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて

Junos OS は、設定された間隔でハートビート信号を制御リンク経由で送信します。システム

は、ハートビート送信を使用して制御リンクの「状態」を決定します。ハートビート失敗回数

が設定されたしきい値に達した場合は、システムは障害が存在しているかを判定します。

シャーシ クラスタを構成する際に、ハートビートのしきい値とハートビート間隔を指定しま

す。

システムはデフォルトで制御リンクの状態を監視します。

SRX5000 と SRX3000 系統でサポートされる二重制御リンクでは、Juniper サービス冗長プトロ

コル処理（jsrpd）が両方の制御リンクでの制御ハートビート メッセージの送受信を行います。

制御リンクのいずれかでハートビートが受信される限りは、Junos OS はそのノードが作動中で

あると認識します。

ハートビートしきい値オプションおよびハートビート間隔オプションのある製品は、フェール

オーバーがトリガされる前の待機時間を定義します。これらのオプションのデフォルト値の待

機時間は 3 秒です。ハートビートしきい値が 5 で、ハートビート間隔が 1,000 ミリ秒の場合

は、5 秒の待機時間が発生します。ハートビートしきい値が 4 で、ハートビート間隔が 1,250

ミリ秒に設定する場合でも、待機時間は 5 秒です。

シャーシ クラスタ環境では、論理インターフェースの数が増えると、フェールオーバーが発生

するまでの時間もそれに応じて長くする必要があります。SRX5600 または SRX5800 デバイスの

最大容量は、フェールオーバーまでの設定時間を少なくとも 5 秒にすることを推奨します。
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SRX3400 または SR3600 デバイスなどの大きいシャーシ クラスタでは、待機時間を 8 秒にす

ることを推奨します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1075ページのシャーシ クラスタ制御リンクについて

• 1079ページのシャーシ クラスタ二重制御リンクについて

• 1080ページのシャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する

• 1084ページのシャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について

• 1074ページのシャーシ クラスタ制御プレーンについて

シャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について

制御リンクに障害が起きた場合は、Junos OS は 2 つ目のノードを無効にし、冗長グループ 0

を含むすべての冗長グループに対して各ノードがプライマリになることを回避します。

制御リンク障害は制御リンク経由でのハートビートを受信しないようになっていますが、ハー

トビートは続けてファブリック リンク経由で受信されます。

正当な制御リンク障害が起きた場合は、冗長グループ 0 は現在プライマリであるノードでプラ

イマリのままです。プライマリ ノードで非アクティブな冗長グループ x はアクティブになり、

セカンダリ ノードは無効な状態になります。

注: セカンダリ ノードが無効になっても、管理ポートにログインし、診断を実行す

ることができます。

正当な制御リンク障害が起きたかどうかを判定するには、システムは制御リンクおよびデータ

リンクに送信された冗長活動中の信号に依存します。

システムは定期的にファブリック データ リンク経由の精査および制御リンク経由でのハート

ビート信号を送信します。精査およびハートビート信号は、一意のタイム イベントにそれらを

マップする共通のシーケンス番号を共有します。以下の 2 つの条件が存在する場合に、ソフト

ウェアは正当な制御リンク障害を認識します。

• ハートビートのしきい値が消失した。

• 消失したハートビート信号に対応したシーケンス番号のある、少なくとも 1 つの精査がデー

タ リンクで受信された。

正当な制御リンク障害が起きた場合は、以下の条件が適用されます。

• 冗長グループ 0 は現在プライマリである（そしてそのルーティング エンジンがアクティブ

の状態である）ノードで引き続きプライマリで、そのノードにあるすべての冗長グループ x

はプライマリになります。

システムがどのルーティング エンジンがプライマリであるかを決定できない場合は、冗長グ

ループ 0 に対して高い優先順位のあるノードがプライマリで、そのルーティング エンジン

はアクティブです。（冗長グループ 0 で redundancy-group ステートメントを設定する際に

各ノードの優先順位を設定します。）
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• システムはセカンダリ ノードを無効にします。

無効モードからデバイスを回復するには、デバイスを再起動する必要があります。無効なノー

ドを再起動するときは、ノードはその動的状態をプライマリ ノードと同期させます。

注: セカンダリ ノードが無効な間に設定に変更を行う場合は、ノードを再起動後に

commit コマンドを実行して、設定を同期します。設定変更を行わない場合は、設定

ファイルはプライマリ ノードの設定との同期を続行します。

冗長グループ 0 に対してプレエンプト オプションを有効にすることができません。冗長グルー

プ 0 に対してプライマリ ノードを変更したい場合は、手動でフェールオーバーを行う必要が

あります。

二重制御リンク（SRX5000 および SRX3000 系統でサポートされている）を使用する場合は、以

下の条件にご留意ください。

• ホストのインバウンドまたはアウトバウンドのトラフィックは、制御リンク障害中に 3 秒以

内の衝撃を受ける場合があります。例えば、冗長グループ 0 がノード 0 でプライマリであ

り、ノード 1 にあるネットワーク インターフェース ポート経由でのルーティング エンジ

ンへの Telnet セッションがあると仮定します。現在アクティブな制御リンクに障害が起き

た場合は、この障害が検出されるまで、Telnet セッションは 3 秒間パケットを喪失します。

• 2 つのノードで確定処理を実行している間に発生した制御リンク障害は、確定する際の障害

を引き起こす場合があります。この場合は、3 分後に commit コマンドを再度実行します。

注: 二重制御リンクでは、シャーシ クラスタの各ノードでそれぞれの 2 つ目のルー

ティング エンジンを必要とします。

制御リンク回復は、control-link-recovery ステートメントを設定することにより、自動的にシ

ステムによって実行するように指定できます。この場合は、システムが制御リンクが正常であ

ると決定すると、無効化されたノードで自動再起動を行うように指示します。無効化されたノー

ドが再起動すると、ノードはクラスタに再び追加されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1075ページのシャーシ クラスタ制御リンクについて

• 1079ページのシャーシ クラスタ二重制御リンクについて

• 1080ページのシャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する

• 1083ページのシャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて

• 1086ページの例:シャーシ クラスタ制御リンク復元を設定する

• 1087ページのシャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する
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例:シャーシ クラスタ制御リンク復元を設定する

この例では、障害からの制御リンク復元後に、システムが自動的に引き継ぐことができるよう

にする制御リンク復元を有効にする方法を示します。

• 要件 1086ページ

• 概要 1086ページ

• 設定 1086ページ

• 確認 1087ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• シャーシ クラスタ制御リンクについて理解します。1075ページの「シャーシ クラスタ制御リ

ンクについて」を参照してください。

• シャーシ クラスタ二重制御リンクについて理解します。1079ページの「シャーシ クラスタ二

重制御リンクについて」を参照してください。

• シャーシ クラスタの二重制御リンクを接続します。1080ページの「シャーシ クラスタにある

SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する」を参照してください。

概要

システムが自動的に制御リンク復元を実行することを可能にできます。制御リンクの復元後に、

システムは以下のアクションを行います。

• 制御リンクで少なくとも連続した 30 回のハートビートを受信するかを確認します。または

二重制御リンク（SRX5000 および SRX3000 系統のみ）の場合は、いずれかの制御リンクでの

受信を確認します。このことにより、制御リンクがフラップしていないことと、正常である

ことを確認します。

• 制御リンクが正常であると決定された後、システムは制御リンクに障害が起きたときに無効

化されたノードでの自動的な再起動を指示します。無効化されたノードが再起動すると、ノー

ドはクラスタに再び追加されます。この手順には手動操作は必要ありません。

この例では、シャーシ クラスタ制御リンク復元を有効にします。

設定

ステップごとの手順 シャーシ クラスタ制御リンク復元を有効にするには、次の操作を行います。

1. 制御リンク復元を有効化します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-link-recovery

2. デバイスの設定後、その設定を確定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit
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確認

設定が正常に動作しているかを確認するには、show configuration chassis cluster コマンドを

入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1075ページのシャーシ クラスタ制御リンクについて

• 1079ページのシャーシ クラスタ二重制御リンクについて

• 1080ページのシャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する

• 1083ページのシャーシ クラスタ制御リンク ハートビートについて

• 1084ページのシャーシ クラスタ制御リンク障害およびその復元について

• 1087ページのシャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する

シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ制御プレーン統計を表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 124

Heartbeat packets received: 125

Fabric link statistics:

Probes sent: 124

Probes received: 125

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258698

Heartbeat packets received: 258693

Control link 1:

Heartbeat packets sent: 258698

Heartbeat packets received: 258693

Fabric link statistics:

Probes sent: 258690

Probes received: 258690

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1080ページのシャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンクを接続する

• 1086ページの例:シャーシ クラスタ制御リンク復元を設定する

• 1088ページのシャーシ クラスタ制御プレーン統計を消去する
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シャーシ クラスタ制御プレーン統計を消去する

表示されたシャーシ クラスタ制御プレーン統計を消去するには、CLI で clear chassis cluster

control-plane statistics を入力します。

{primary:node1}

user@host> clear chassis cluster control-plane statistics

Cleared control-plane statistics

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1086ページの例:シャーシ クラスタ制御リンク復元を設定する

• 1087ページのシャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する

シャーシ クラスタ データ プレーン

• シャーシ クラスタ データ プレーンについて 1088ページ

• シャーシ クラスタ ファブリック リンクについて 1090ページ

• シャーシ クラスタ二重ファブリック リンクについて 1091ページ

• 例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する 1092ページ

• シャーシ クラスタ データ プレーン インターフェースを確認する 1096ページ

• シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する 1096ページ

• シャーシ クラスタ データ プレーン統計を取消す 1097ページ

シャーシ クラスタ データ プレーンについて

アクティブ/アクティブ モードで作動するデータ プレーン ソフトウェアはフロー プロセスと

セッション状態冗長性を管理し、トランジット トラフィックを処理します。指定のセッション

に属するすべてのパケットは同じノードで処理され、同じセキュリティ対応が適用されます。

システムはセッションがアクティブであるノードを識別し、そのパケットをノードに転送して

処理します。（ノードがローカルでない場合は、パケットが処理された後に、パケット転送エ

ンジンはそのパケットを入口インターフェースが存在するノードに送信します。）

セッション（もしくはフロー）冗長性に備えるには、ランタイム オブジェクト（RTO）と呼ば

れる特別なペイロード パケットをファブリック データ リンク経由で別のノードへ送信するこ

とによりデータ プレーン ソフトウェアはその状態を同期します。フェールオーバーが発生し

た場合、ノード間のセッションについての情報を伝達することにより、RTO はセッションの安

全性と安定性を確実にします。それによりシステムは既存のセッションに属するトラフィック

を引き続き処理することができます。セッション情報が常に 2 つのノード間で同期しているこ

とを確実にするには、データ プレーン ソフトウェアはトランジット トラフィックよりも RTO

に高い伝送優先順位を与えます。

• セッション RTO について 1089ページ

• データ転送について 1089ページ

• ファブリック データ リンク障害およびその復元について 1089ページ
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セッション RTO について

データ プレーン ソフトウェアは UDP および TCP セッションの RTO を作成し状態の変更を追

跡します。また、一般ルーティングのカプセル化（GRE）および IPsec などの IPv4 パススルー

プロトコルのトラフィックを同期します。

同期するセッションの RTO には以下が含まれます。

• 1 つ目のパケットでのセッション作成 RTO

• セッション削除およびエージアウト RTO

• 以下を含む変更に関連する RTO

• TCP 状態変更

• タイムアウト同期要求および応答メッセージ

• ファイアウォール（ピンホール）および子セッション ピンホールでの一時的な入口の作成

と削除のための RTO

データ転送について

Junos OS では、フロー プロセスはフローが確立し、アクティブであるセッションにある 1 つ

のノードで発生します。このことにより、同じセキュリティ手段がセッションに属するすべて

のパケットに適用されることを保証します。

シャーシ クラスタは 1 つのノードにあるインターフェース上のトラフィックを受信し、もう

一方のノードにあるインターフェースに送信します。（アクティブ/アクティブ モードではト

ラフィックの入口インターフェースは 1 つのノードに存在し、出口インターフェースはもう一

方にあります。）

この通信横断は、以下の場合に必要となります。

• パケットは 1 つのノードで処理されますが、他のノードにある出口インターフェースに転送

される必要がある場合

• パケットは 1 つのノードに到着しますが、他のノードで処理される必要がある場合

パケットの入口および出口インターフェースが 1 つのノードにあり、しかしパケットはセッ

ションがもう一方のノードで確立されたため、そのノードで処理される必要がある場合は、

データ リンクを 2 度横断する必要があります。このことは、音声 IP 化（VoIP）セッショ

ン等のいくつかの複雑のメディア セッションの場合に当てはまることがあります。

ファブリック データ リンク障害およびその復元について

注: 侵入検出と防止（IDP）サービスはフェールオーバーをサポートしません。それ

は、IDP サービスはフェールオーバー発生以前に存在していたセッションに適用さ

れないためです。IDP サービスは新しいプライマリ ノードで作成された新規セッ

ションに適用されます。

1089Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第41章: シャーシ クラスタ



ファブリック データ リンクはシャーシ クラスタにとって重要です。リンクが利用できない場

合は、トラフィックの転送および RTO 同期に影響します。そのことによりトラフィックの消失

および予期できないシステムの動作を引き起こす可能性があります。

このことを回避するため、Junos OS はファブリック故障を検出し、クラスタの 1 つのノード

を無効にします。ファブリック精査が受信が受信されず、ファブリック インターフェースがア

クティブな場合に、ファブリック故障が起きたことを決定します。

この状態から回復するために、無効化されたノードを再起動する必要があります。再起動する

と、ノードはその状態とプライマリ ノードの RTO を同期します。

注: セカンダリ ノードが無効な間に設定に変更を行う場合は、ノードを再起動後に

commit コマンドを実行して、設定を同期します。設定変更を行わない場合は、設定

ファイルはプライマリ ノードの設定との同期を続行します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1091ページのシャーシ クラスタ二重ファブリック リンクについて

• 1092ページの例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン インターフェースを確認する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

• 1097ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を取消す

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ ファブリック リンクについて

データ リンクはファブリック インターフェースと呼ばれます。クラスタのパケット転送エン

ジンによってトランジット トラフィックを送信し、データ プレーン ソフトウェアの動的ラン

タイム状態を同期するために使用されます。システムがファブリック インターフェースを作成

すると、ソフトウェアはそれを内部から導き出された IP アドレスに割り当て、パケット送信

に使用します。

ファブリックは、クラスタの 2 つのノード間の物理接続で、イーサネット インターフェース

の 1 つのペアを対向で（各ノードから 1 つ）接続することによって形成されます。

制御リンクとは異なり、インターフェースはシステムによって決定され、設定にてファブリッ

ク データ リンクに使用する物理インターフェースを指定します。

SRX シリーズ シャーシ クラスタでは、ファブリック リンクはクラスタを補う、イーサネット

インターフェースのいずれのペアの場合があります。J シリーズ シャーシ クラスタでは、ファ

ブリック リンクはギガビット イーサネット インターフェースのいずれかのペアの場合があり

ます。
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注: SRX100、SRX210、SRX220、SRX240 または SRX650 デバイスで成り立つ SRX シ

リーズ シャーシ クラスタでは、Mini-PIM の SFP インターフェースはファブリッ

ク リンクとして使用することができません。

1091ページの表98 では、SRX シリーズ デバイスでサポートされているファブリック インター

フェース タイプを示しています。

表98: SRX シリーズ デバイスのサポートされているファブリック インターフェースの種類

SRX100SRX210SRX220SRX240SRX650SRX3000 系統SRX5000 系統

高速イーサネッ

ト

高速イーサネッ

ト

高速イーサネッ

ト

高速イーサネッ

ト

高速イーサネッ

ト

高速イーサネッ

ト

ギガビット イー

サネット

ギガビット イー

サネット

ギガビット イー

サネット

ギガビット イー

サネット

ギガビット イー

サネット

ギガビット イー

サネット

10 ギガビット

イーサネット

10 ギガビット

イーサネット

管理リンク、制御リンク、ファブリック リンクのポートおよびインターフェースの使用につい

ての詳細は、1100ページの表99および1106ページの表100を参照してください。

ファブリック データ リンクはフラグメント化をサポートしていません。この状態に備えて、

デフォルトでジャンボ フレーム サポートは MTU サイズが 8940 バイトのリンクで有効化され

ています。データ リンクを通過するトラフィックがこのサイズを超えないようするため、イン

ターフェースがファブリック データ リンクの MTU のサイズを超過しないことを推奨します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1088ページのシャーシ クラスタ データ プレーンについて

• 1091ページのシャーシ クラスタ二重ファブリック リンクについて

• 1092ページの例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン インターフェースを確認する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

• 1097ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を取消す

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ二重ファブリック リンクについて

クラスタの各デバイス間の 2 つのファブリック リンクを接続することができ、そのことによ

りクラスタのメンバ間の冗長ファブリック リンクを提供します。2 つのファブリック リンク

があることで、1 ヶ所で起きた障害を回避することができます。

二重ファブリック リンクを使用すると、RTO および精査は 1 つのリンクで送信され、ファブ

リック転送パケットおよびフロー転送パケットはもう一方のリンクで送信されます。1 つのファ

ブリック リンクに障害が発生した場合は、もう一方のファブリック リンクが RTO および精査
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そしてデータ転送にも対応します。システムは RTO および精査に対する各ノードの最低スロッ

ト番号、PIC 番号またはポート番号のある物理インターフェースを選択します。

すべての SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスには、制御リンク障害の可能性を効果的に

低減するように、2 つのデバイス間に 2 つのファブリック リンクを接続できます。

シャーシ クラスタにあるほとんどの SRX シリーズ デバイスでは、ギガビット イーサネット

インターフェースのあらゆるペア、または 10 ギガビット インターフェースのあらゆるペアを

設定することで、ノード間のファブリックとして機能することができます。SRX210 デバイスの

インターフェースは高速イーサネットまたはギガビット イーサネット（ペアになっているイン

ターフェースは同タイプである必要があります）で、SRX100 デバイスのすべてのインターフェー

スは高速イーサネット インターフェースです。

J シリーズのシャーシ クラスタでは、ギガビット イーサネット インターフェースのあらゆる

ペアを設定し、ノード間のファブリックとして機能することができます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1088ページのシャーシ クラスタ データ プレーンについて

• 1090ページのシャーシ クラスタ ファブリック リンクについて

• 1092ページの例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン インターフェースを確認する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

• 1097ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を取消す

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する

この例では、シャーシ クラスタ ファブリックの設定方法を示します。ファブリックはクラス

タ内のノード間の対向データ接続です。もう一方のノードで処理される必要のある 1 つのノー

ドにあるトラフィック、またはもう一方のノードにあるインターフェースを経由して出力する

トラフィックはファブリックを通過します。セッション状態情報もまたファブリックを通過し

ます。

• 要件 1092ページ

• 概要 1093ページ

• 設定 1093ページ

• 確認 1095ページ

要件

開始する前に、シャーシ クラスタ ID およびシャーシ クラスタ ノード ID を設定します。1119

ページの「例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する」を参照してくだ

さい。
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概要

シャーシ クラスタにあるほとんどの SRX シリーズ デバイスでは、ギガビット イーサネット

インターフェースのあらゆるペア、または 10 ギガビット インターフェースのあらゆるペアを

設定することで、ノード間のファブリックとして機能することができます。SRX210 デバイスの

インターフェースは高速イーサネットまたはギガビット イーサネット（ペアになっているイン

ターフェースは同タイプである必要があります）で、SRX100 デバイスのすべてのインターフェー

スは高速イーサネット インターフェースです。

J シリーズのシャーシ クラスタでは、ギガビット イーサネット インターフェースのあらゆる

ペアを設定し、ノード間のファブリックとして機能することができます。

ファブリック インターフェースではフィルタ、ポリシ、またはサービスを設定することはでき

ません。フラグメント化はファブリック リンクでサポートされていません。MTU サイズは 8980

バイトです。クラスタのインターフェースが この MTU サイズを超えないことを推奨します。

メンバ リンクのジャンボ フレーム サポートはデフォルトで有効になっています。

この例では、以下を行う方法について説明します。

• ファブリック リンクを設定する。

• 各ノードでスロットとポートが一致している二重ファブリック リンクでファブリック リン

クを設定する。

• 各ノードでスロットとポートが異なる二重ファブリック リンクでファブリック リンクを設

定する。

一般的な設定は、各ノード上で一致しているスロット/ポートを使用して形成される二重ファブ

リック リンクで行われます。

他のノードでの異なるスロット/ポートを設定することを選択した場合は、RTO および精査リン

クをそのノードにある RTO および精査リンクに物理的に接続していることを確認してくださ

い。同様に、データ リンクをもう一方のノードにあるデータ リンクに物理的に接続している

ことを確認します。

同じタイプのインターフェースのみをファブリックの子として設定することができます。fab0

および fab1 に対する子リンクの同等の数を設定する必要があります。

注: スイッチ経由で各ファブリック リンクを接続する場合は、対応するスイッチの

ポートにジャンボ フレーム機能を有効にする必要があります。ファブリック リン

クの両方が同じスイッチ経由で接続されている場合は、RTO および精査ペアは 1 つ

の仮想 LAN（VLAN）に存在し、データのペアは別の VLAN に存在する必要がありま

す。また、ジャンボ フレーム機能は対応するスイッチ ポートで有効になっている

必要があります。

設定

CLI 簡単構成 シャーシ クラスタ ファブリックを簡単に設定するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペー

ストします。

{primary:node0}[edit]
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set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/1

各ノードでスロットおよびポートが一致している二重ファブリック リンクを使用してシャーシ

クラスタ ファブリックを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーし、CLI にペーストし

ます。

{primary:node0}[edit]

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-3/0/0

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-10/0/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/0

各ノードのスロットおよびポートが異なる二重ファブリック リンクを使用してシャーシ クラ

スタ ファブリックを簡単に設定するには、以下のコマンドをコピーし、CLI にペーストしま

す。

{primary:node0}[edit]

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-2/1/9

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-2/2/5

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-11/0/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-11/3/0

ステップごとの手順 シャーシ クラスタ ファブリックを設定するには、次の操作を行います。

1. ファブリック インターフェースを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/1

ステップごとの手順 各ノード上でスロットとポートが一致している二重ファブリック リンクを使用してシャーシ

クラスタ ファブリックを設定するには、次の操作を行います。

1. ファブリック インターフェースを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-3/0/0

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/0

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-10/0/0

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/0

ステップごとの手順 各ノードのスロットとポートが異なる二重ファブリック リンクを使用してシャーシ クラスタ

ファブリックを設定するには、次の操作を行います。

1. ファブリック インターフェースを指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-2/1/9

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-2/2/5

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-11/0/0

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-11/3/0
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結果 設定モードで、show interfaces コマンドを入力することによって設定を確定します。意図して

いる設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正してくだ

さい。

簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

{primary:node0}[edit]

user@host# show interfaces

...

fab0 {

fabric-options {

member-interfaces {

ge-0/0/1;

}

}

}

fab1 {

fabric-options {

member-interfaces {

ge-7/0/1;

}

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ ファブリックを確認する 1095ページ

シャーシ クラスタ ファブリックを確認する

目的 シャーシ クラスタ ファブリックを確認します。

アクション 動作モードで、show interfaces terse | match fab コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show interfaces terse | match fab

ge-0/0/1.0 up up aenet --> fab0.0

ge-7/0/1.0 up up aenet --> fab1.0

fab0 up up

fab0.0 up up inet 30.17.0.200/24

fab1 up up

fab1.0 up up inet 30.18.0.200/24

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1088ページのシャーシ クラスタ データ プレーンについて

• 1090ページのシャーシ クラスタ ファブリック リンクについて

• 1091ページのシャーシ クラスタ二重ファブリック リンクについて

1095Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第41章: シャーシ クラスタ



• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン インターフェースを確認する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

• 1097ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を取消す

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ データ プレーン インターフェースを確認する

目的 シャーシ クラスタ データ プレーン インターフェース状態を表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster data-plane interfaces コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster data-plane interfaces

fab0:

Name Status

ge-2/1/9 up

ge-2/2/5 up

fab1:

Name Status

ge-8/1/9 up

ge-8/2/5 up

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1092ページの例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

• 1097ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を取消す

シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ データ プレーン統計を表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 0 0

Session create 0 0

Session close 0 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0
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SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1092ページの例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン インターフェースを確認する

• 1097ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を取消す

シャーシ クラスタ データ プレーン統計を取消す

表示されたシャーシ クラスタ データ プレーン統計を消去するには、CLI で clear chassis

cluster data-plane statistics を入力します。

{primary:node1}

user@host> clear chassis cluster data-plane statistics

Cleared data-plane statistics

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1092ページの例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン インターフェースを確認する

• 1096ページのシャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

シャーシ クラスタ有効化の結果

• シャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて 1097ページ

• アクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース 1098ページ

• アクティブな J シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース 1105ページ

• アクティブなシャーシ クラスタでの管理インターフェース 1108ページ

• アクティブなシャーシ クラスタでのファブリック インターフェース 1109ページ

• アクティブなシャーシ クラスタでの制御インターフェース 1109ページ

シャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

1110ページの「SRX シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成する」または1117

ページの「J シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成する」で説明されて

いるように 2 つのデバイスを相互配線した後に、CLI の operational mode コマンドを使用

し、クラスタ内の各シャーシにあるクラスタ ID およびノード ID を割り当てることにより

シャーシ クラスタを有効化します。クラスタ ID は両方のノードで同一です。

このことを行うには、プライマリ デバイスのコンソール ポートに接続し、ノード ID を入力

し、ノードの属するクラスタを確認します。次にシステムを再起動します。それから、コンソー

ル ポートをもう一方のデバイスに接続し、ノード ID を入力します。最初のノードで入力した

同じクラスタ ID を割り当て、システムを再起動します。いずれの場合でも、CLI コマンド ラ

インに reboot パラメータを含めることで、自動的にシステムを起動させることができます。
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（プライマリ ノードおよびセカンダリ ノードの詳細については、1031ページの「シャーシ クラ

スタ冗長グループについて」を参照してください。）

注意: SRX100、SRX210、SRX220、および SRX240 デバイスの工場出荷時のデフォル

ト設定は自動的にレイヤ 2 イーサネット スイッチングが有効になっています。こ

れらのデバイスでの工場出荷時のデフォルト設定を使用する場合は、レイヤ 2 イー

サネット スイッチングはシャーシ クラスタ モードでは対応していません。シャー

シ クラスタ化を有効にする前に、イーサネット スイッチング設定を削除する必要

があります。1113ページの「シャーシ クラスタ化を有効にする前に、SRX100、SRX210、

SRX220 および SRX240 デバイスのスイッチングを無効にする」を参照してくださ

い。

注意: ファブリック インターフェースがシャーシ クラスタで設定された後に、い

ずれかのノード上のファブリック設定を削除すると、冗長グループ 0（RG0）のセカ

ンダリ ノードが無効状態になります。（デバイスを工場出荷時の設定にリセットす

るとファブリック設定は削除され、それにより RG0 セカンダリ ノードが無効状態

に移動します。）ファブリック設定の確定後に、いずれかのデバイスを工場出荷時

のデフォルト設定にリセットしないでください。

1103ページの図93では、SRX5000 系統のシャーシ クラスタでの 2 つのノード上の FPC スロット

の番号付けの方法を説明しています。他の図では、その他の SRX シリーズのシャーシ クラス

タでの両方のノード上のスロットの番号付けを示しています。1108ページの図100 では、J シリー

ズのシャーシ クラスタでの 2 つのノード上の PIM スロットの番号付けの方法を説明していま

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1098ページのアクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1105ページのアクティブな J シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1108ページのアクティブなシャーシ クラスタでの管理インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでのファブリック インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでの制御インターフェース

• 1133ページのシャーシ クラスタを無効にする

アクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

通常は、SRX シリーズ デバイスでは内蔵インターフェースは以下のように番号付けされていま

す。

. . .ge-0/0/3ge-0/0/2ge-0/0/1ge-0/0/0ほとんどの SRX

シリーズ デバイ

ス

. . .fe-0/0/3fe-0/0/2ge-0/0/1ge-0/0/0SRX210 デバイス
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. . .fe-0/0/3fe-0/0/2fe-0/0/1fe-0/0/0SRX100 デバイス

注意: シャーシ クラスタ化が有効になっている場合は、レイヤ 2 スイッチングは

SRX シリーズ デバイスで有効になっていてはいけません。レイヤ 2 スイッチング

が有効になっている場合は、シャーシ クラスタ化を有効にする前に無効にしてくだ

さい。

SRX100、SRX210、SRX220、および SRX240 デバイスの工場出荷時のデフォルト設定

は自動的にレイヤ 2 イーサネット スイッチングが有効になっています。これらの

デバイスでの工場出荷時のデフォルト設定を使用する場合は、レイヤ 2 イーサネッ

ト スイッチングはシャーシ クラスタ モードでは対応していません。シャーシ ク

ラスタ化を有効にする前に、イーサネット スイッチング設定を削除する必要があり

ます。1113ページの「シャーシ クラスタ化を有効にする前に、SRX100、SRX210、SRX220

および SRX240 デバイスのスイッチングを無効にする」を参照してください。

シャーシ クラスタ化では、すべての SRX シリーズ デバイスには fxp0 という内蔵管理イン

ターフェースがあります。ほとんどの SRX シリーズ デバイスでは、fxp0 インターフェースは

専用ポートです。SRX100、SRX210、および SRX220 デバイスでは、シャーシ クラスタ化を有効

にし、システムを再起動した後に、fe-0/0/6 という名称の内蔵インターフェースは、管理イン

ターフェースとして再度利用され、自動的に名称が fxp0 と変更されます。

SRX5000 系統では、制御インターフェースは SPC で設定されます。SRX3000 系統、SRX650 お

よび SRX240 デバイスでは、制御インターフェースは専用ギガビット イーサネット ポートで

す。SRX100、SRX210、および SRX220 デバイスでは、シャーシ クラスタ化を有効にし、システ

ムを再起動した後に、fe-0/0/7 という名称の内蔵インターフェースは、制御インターフェース

として再度利用され、自動的に名称が fxp1 と変更されます。

デバイスがクラスタとして接続された後、1 つのデバイスのスロットの番号付けは変更され、

それによりインターフェースの番号付けも変更されます。両方のノードにある各スロットに対

するスロット番号は、次の算式を使用して決定されます。

クラスタ スロット番号 =（ノード ID * 各ノードの最大スロット数) + ローカルのスロット番

号

シャーシ クラスタ モードでは、セカンダリ ノードのインターフェースは内部で番号が変更さ

れます。例えば、SRX210 デバイスの前面パネルにある管理インターフェース ポートはまだ

fe-0/0/6 と表示されますが、内部ではノード 1 ポートは fe-2/0/6 と呼ばれます。

シャーシ クラスタ モードでは、設定に関連するすべての FPC は edit chassis node node-id

fpc 階層で作動します。非クラスタ モードでは、設定に関連する FPC は edit chassis fpc 階

層で作動します。

1100ページの表99 では、クラスタが形成された後にシャーシ クラスタのノード 0 および ノー

ド 1 になる SRX シリーズ デバイスの両方でのスロットの番号付けのみでなく、物理ポートや

論理インターフェースの番号付けも示しています。
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表99: SRX シリーズ シャーシ クラスタ スロット番号付けと物理ポートおよび論理インターフェースの
名前付け

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタでのス

ロットの番号付

け

各ノードの最大

スロット数シャーシモデル

任意のイーサ

ネット ポート

SPC の制御ポー

ト

専用ギガビット

イーサネット

ポート

0 — 1112（FPC スロッ

ト）

ノード 05800

fab0em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

SPC の制御ポー

ト

専用ギガビット

イーサネット

ポート

12 — 23ノード 1

fab1em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

SPC の制御ポー

ト

専用ギガビット

イーサネット

ポート

0 — 56（FPC スロッ

ト）

ノード 05600

fab0em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

SPC の制御ポー

ト

専用ギガビット

イーサネット

ポート

6 — 11ノード 1

fab1em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

0 — 1213（CFM スロッ

ト）

ノード 03600

fab0em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

13 — 25ノード 1

fab1em0fxp0
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表99: SRX シリーズ シャーシ クラスタ スロット番号付けと物理ポートおよび論理インターフェースの
名前付け （続き）

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタでのス

ロットの番号付

け

各ノードの最大

スロット数シャーシモデル

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

0 — 78（CFM スロッ

ト）

ノード 03400

fab0em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

専用ギガビット

イーサネット

ポート

8 — 15ノード 1

fab1em0fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-0/0/1ge-0/0/00 — 89（PIM スロッ

ト）

ノード 0650

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-9/0/1ge-9/0/09 — 17ノード 1

fab1fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-0/0/1ge-0/0/00 — 45（PIM スロッ

ト）

ノード 0240

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-5/0/1ge-5/0/05 — 9ノード 1

fab1fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-0/0/7ge-0/0/60 — 23（PIM スロッ

ト）

ノード 0220

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

ge-3/0/7ge-3/0/63 — 5ノード 1

fab1fxp1fxp0
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表99: SRX シリーズ シャーシ クラスタ スロット番号付けと物理ポートおよび論理インターフェースの
名前付け （続き）

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタでのス

ロットの番号付

け

各ノードの最大

スロット数シャーシモデル

任意のイーサ

ネット ポート

fe-0/0/7fe-0/0/60 および 12（PIM スロッ

ト）

ノード 0210

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

fe-2/0/7fe-2/0/62 および 3ノード 1

fab1fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

fe-0/0/7fe-0/0/601（PIM スロッ

ト）

ノード 0100

fab0fxp1fxp0

任意のイーサ

ネット ポート

fe-1/0/7fe-1/0/61ノード 1

fab1fxp1fxp0

シャーシ クラスタ スロットの番号付けについての情報は 1103ページの図93、1104ページの図94、

1104ページの図95、1104ページの図96、1104ページの図97、1105ページの図98、および 1105ページの図

99 でも参照することができます。

注: SRX シリーズ デバイスについての詳細は、該当するサービス ゲートウェイ

ハードウェア ガイドを参照してください。セキュリティ デバイスでの Junos OS

インターフェース設定ガイドでは、インターフェースの命名規則のすべて詳細が記

載されています。

シャーシ クラスタ化を有効にした後、2 つの結合されたシャーシがそれぞれ独立したものとし

て存在しなくなり、1 つの別のシステムになります。1 つのシステムとして、以前と比べてク

ラスタに 2 倍のスロット数があることになります。（1103ページの図93、1104ページの図94、1104

ページの図95、1104ページの図96、1104ページの図97、1105ページの図98、および 1105ページの図99

を参照してください。）
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図 93: SRX シャーシ クラスタ の FPC スロット番号付け（SRX5800 デバイス）

注: SRX5600 および SRX5800 デバイスには、以下のポート モジュールを取り付け

るように 2 つのスロットのある Flex I/O カード（Flex IOC）があります。

• SRX-IOC-4XGE-XFP 4 ポート XFP

• SRX-IOC-16GE-TX 16 ポート RJ-45

• SRX-IOC-16GE-SFP 16 ポート SFP

これらのポート モジュールを使用して、4 ～ 16 のイーサネット ポートをご利用

の SRX シリーズ デバイスに追加することができます。これらのモジュールのポー

トの番号付けは以下の通りです。

slot/port module/port

slot は、フレックス IOC がインストールされているデバイスのスロットの番号で

す。port module は、カードが SRX5800 デバイスのように垂直の場合はフレックス

IOC の上部スロットでは 0 で、下部スロットでは 1 です。port はポート モジュー

ルのポート番号です。SRX5600 デバイスのようにカードが平行の場合は、 port

module は左側のスロットが 0、または右側のスロットが 1 です。

特定の SRX シリーズ モジュールについては、サービス ゲートウェイ ハードウェ

ア ガイドを参照してください。
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図 94: SRX シリーズ シャーシ クラスタのスロット番号付け（SRX3400 デバイ
ス）

図 95: SRX シリーズ シャーシ クラスタのスロット番号付け（SRX650 デバイ
ス）

図 96: SRX シリーズ シャーシ クラスタのスロット番号付け（SRX240 デバイ
ス）

図 97: SRX シリーズ シャーシ クラスタのスロット番号付け（SRX220 デバイ
ス）
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図 98: SRX シリーズ シャーシ クラスタのスロット番号付け（SRX210 デバイ
ス）

図 99: SRX シリーズ シャーシ クラスタのスロット番号付け（SRX100 デバイ
ス）

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1113ページのシャーシ クラスタ化を有効にする前に、SRX100、SRX210、SRX220 および SRX240

デバイスのスイッチングを無効にする

• 1105ページのアクティブな J シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1108ページのアクティブなシャーシ クラスタでの管理インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでのファブリック インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでの制御インターフェース

アクティブな J シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

通常は、J シリーズ デバイスでは内蔵インターフェースは以下のように番号付けされていま

す。

. . .ge-0/0/3ge-0/0/2ge-0/0/1ge-0/0/0

注意: シャーシ クラスタ化が有効になっている場合は、レイヤ 2 スイッチングは

J シリーズ デバイスで有効になっていてはいけません。レイヤ 2 スイッチングが

有効になっている場合は、シャーシ クラスタ化を有効にする前に無効にしてくださ

い。

シャーシ クラスタ化を有効にし、システムを再起動した後に、ge-0/0/2 という名称の内蔵イ

ンターフェースは、管理インターフェースとして再度利用され、自動的に名称が fxp0 と変更

されます。同様に ge-0/0/3 という名称の内蔵インターフェースは制御インターフェースとし

て再度利用され、自動的に名称が fxp1 と変更されます。
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デバイスがクラスタとして接続された後、1 つのデバイスのスロットの番号付けは変更され、

それによりインターフェースの番号付けも変更されます。各ノードにある各スロットのスロッ

ト番号は、次の算式を使用して決定されます。

クラスタ スロット番号 =（ノード ID * 各ノードの最大スロット数) + ローカルのスロット番

号

シャーシ クラスタ モードでは、セカンダリ ノードのインターフェースは内部で番号が変更さ

れます。例えば、各 J2320 デバイスの前面パネルにある管理インターフェース ポートはまだ

ge-0/0/2 と表示されますが、ノード 1 ポートは ge-4/0/2 と呼ばれます。

1106ページの表100 では、クラスタが形成された後にクラスタのノード 0 および ノード 1 にな

る J シリーズ デバイスの両方でのスロットの番号付けのみでなく、物理ポートや論理インター

フェースの番号付けも示しています。

表100: J シリーズ シャーシ クラスタ スロット番号付けと物理ポートおよび論理インターフェースの命
名

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタでのス

ロットの番号付

け

各ノードの最大

スロット数シャーシモデル

任意の専用ギガ

ビット イーサ

ネット ポート

ge-0/0/3ge-0/0/20 — 34（PIM スロッ

ト）; 1 つのプ

リセットされた

スロットを含む

ノード 0J2320

fab0fxp1fxp0

任意の専用ギガ

ビット イーサ

ネット ポート

ge-4/0/3ge-4/0/24 — 7ノード 1

fab1fxp1fxp0

任意の専用ギガ

ビット イーサ

ネット ポート

ge-0/0/3ge-0/0/20 — 56（PIM スロッ

ト）; 1 つのプ

リセットされた

スロットを含む

ノード 0J2350

fab0fxp1fxp0

任意の専用ギガ

ビット イーサ

ネット ポート

ge-6/0/3ge-6/0/26 — 11ノード 1

fab1fxp1fxp0
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表100: J シリーズ シャーシ クラスタ スロット番号付けと物理ポートおよび論理インターフェースの命
名 （続き）

ファブリック物

理ポート/論理

インターフェー

ス

制御物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

管理物理ポー

ト/論理イン

ターフェース

クラスタでのス

ロットの番号付

け

各ノードの最大

スロット数シャーシモデル

任意の専用ギガ

ビット イーサ

ネット ポート

ge-0/0/3ge-0/0/20 — 67（PIM スロッ

ト）; 1 つのプ

リセットされた

スロットを含む

ノード 0J4350 および

J6350

fab0fxp1fxp0

任意の専用ギガ

ビット イーサ

ネット ポート

ge-7/0/3ge-7/0/27 — 13ノード 1

fab1fxp1fxp0

シャーシ クラスタ スロットの番号付けについての情報は 1108ページの図100 でも参照すること

ができます。

注: J シリーズ デバイスについての詳細は、J シリーズ サービス ルーター ハー

ドウェア ガイドを参照してください。セキュリティ デバイスでの Junos OS イン

ターフェース設定ガイドでは、インターフェースの命名規則のすべて詳細が記載さ

れています。

シャーシ クラスタ化を有効にした後、2 つの結合されたシャーシがそれぞれ独立したものとし

て存在しなくなり、1 つの別のシステムになります。1 つのシステムとして、以前と比べると

クラスタの PIM スロット数は 2 倍になります。（1108ページの図100 を参照してください。）
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図 100: J シリーズ シャーシ クラスタでの PIM スロット番号付け（J6350 デ
バイス）

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1098ページのアクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1108ページのアクティブなシャーシ クラスタでの管理インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでのファブリック インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでの制御インターフェース

アクティブなシャーシ クラスタでの管理インターフェース

fxp0 インターフェースは SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスでの標準管理インター

フェースのように機能し、ネットワークがクラスタの各ノードにアクセスできるようにします。

しかしながら、最初にコンソール経由で各ノードに接続し、一意の IP アドレスを各 fxp0 イ

ンターフェースに割り当てる必要があります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1098ページのアクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1105ページのアクティブな J シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでのファブリック インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでの制御インターフェース
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アクティブなシャーシ クラスタでのファブリック インターフェース

ファブリックはノード間のデータ リンクで、シャーシ間のトラフィック転送に使用されます。

あるノードに到着し、他のノードで処理される必要のあるトラフィックは、ファブリック デー

タ リンク経由で転送されます。同様に、あるノードで処理され、他のノードにあるインター

フェース経由で出る必要のあるトラフィックはファブリック経由で転送されます。また、ファ

ブリックは認証、ネットワーク アドレス変換（NAT）アプリケーション レイヤ ゲートウェイ

（ALG）および IP セキュリティ（IPsec）セッションなどの操作によって作成されるセッショ

ン状態オブジェクトの同期も提供します。SRX シリーズ シャーシ クラスタでは、ファブリッ

ク リンクはクラスタを補う、イーサネット インターフェースのいずれのペアの場合がありま

す。J シリーズ シャーシ クラスタでは、ファブリック リンクはいずれかのギガビット イー

サネット インターフェースのペアの場合があります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1098ページのアクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1105ページのアクティブな J シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1108ページのアクティブなシャーシ クラスタでの管理インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでの制御インターフェース

アクティブなシャーシ クラスタでの制御インターフェース

制御インターフェースはクラスタの 2 つのノード間の制御リンクを提供し、ノードのフェール

オーバーをトリガするハートビートおよびしちい値情報などの、ルーティングの更新、および

制御プレーン信号トラフィックに使用されます。また、制御リンクはノード間の設定を同期す

るのに使用されます。クラスタに設定ステートメントを送信すると、設定は自動的に制御リン

ク経由で同期されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1098ページのアクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1105ページのアクティブな J シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1108ページのアクティブなシャーシ クラスタでの管理インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでのファブリック インターフェース

シャーシ クラスタを構築する

• SRX シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成する 1110ページ

• シャーシ クラスタ化を有効にする前に、SRX100、SRX210、SRX220 および SRX240 デバイス

のスイッチングを無効にする 1113ページ

• SRX シリーズ シャーシ クラスタ構成概要 1114ページ

• J シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成する 1117ページ
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• J シリーズ シャーシ クラスタ構成概要 1118ページ

• 例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する 1119ページ

• 例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する 1121ページ

• 例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する 1124ページ

• シャーシ クラスタ構成を確認する 1125ページ

• シャーシ クラスタ統計を確認する 1126ページ

• シャーシ クラスタ統計を消去する 1127ページ

• シャーシ クラスタ フェールオーバー状態を確認する 1128ページ

• シャーシ クラスタ フェールオーバー状態を消去する 1129ページ

SRX シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成する

SRX シリーズ シャーシ クラスタは、同じタイプのイーサネット接続の 1 組のペアを使用し

て、実際に接続されている 2 つの同一のクラスタをサポートしている SRX シリーズ デバイス

によって作成されます。接続は 2 つのデバイス間の制御リンクおよびファブリック（データ）

リンクの両方に行われます。

注: クラスタにある 2 つのデバイス間の 2 つの制御リンク（SRX5000 および SRX3000

系統のみ）と 2 つのファブリック リンクを接続し、制御リンクおよびファブリッ

ク リンクの障害の可能性を低減させることができます。1079ページの「シャーシ ク

ラスタ二重制御リンクについて」および1091ページの「シャーシ クラスタ二重ファブ

リック リンクについて」を参照してください。

シャーシ クラスタの制御リンクは特定のポートを使用して行われます。

以下のポートを使用して SRX シリーズ のブランチ デバイスで制御リンクを形成します。

• SRX 100 デバイスでは、ノード 0 の fe-0/0/7 をノード 1 の fe-1/0/7 に接続します。

• SRX 210 デバイスでは、ノード 0 の fe-0/0/7 をノード 1 の fe-2/0/7 に接続します。

• SRX 220 デバイスでは、ノード 0 の ge-0/0/7 をノード 1 の ge-3/0/7 に接続します。

• SRX 240 デバイスでは、ノード 0 の ge-0/0/1 をノード 1 の ge-5/0/1 に接続します。

• SRX 650 デバイスでは、ノード 0 の ge-0/0/1 をノード 1 の ge-9/0/1 に接続します。

SRX3000 系統のデバイスでは、制御リンクとして機能する接続は各デバイスの内蔵制御ポート

間に存在する必要があります。

SRX5000 系統のデバイスには内蔵ポートがないため、これらのゲートウェイの制御リンクは、

サービス処理カード（SPC）での制御ポートである必要があります。SRX5600 デバイスではス

ロット番号付けオフセットは 6 で、SRX5800 デバイスではスロット番号付けオフセットは 12

でなければなりません。

SRX3000 または SRX5000 系統のデバイスに 1 つの制御リンクを接続する場合は、制御リンク

ポートはルーティング エンジン スロットに対して 1 対 1 のマッピングという関係になりま

す。ルーティング エンジンがスロット 0 にある場合は、制御ポート 0 を使用してルーティン

グ エンジンをリンクする必要があります。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.1110

Junos OS セキュリティ設定ガイド



注: SRX3000 系統のデバイスの二重制御リンクでは、ルーティング エンジンはス

ロット 0 にあり、SRX クラスタリング モジュール（SCM）はスロット 1 にある必

要があります。その逆の設定（SCM がスロット 0 にあり、ルーティング エンジン

がスロット 1 にある）には対応していません。

SRX100 でのファブリック リンク接続は、高速イーサネット インターフェースの 1 組のペア

である必要があります。SRX210 では、高速イーサネット インターフェースまたはギガビット

イーサネット インターフェースのいずれかの 1 組のペアである必要があります。ファブリッ

ク リンク接続は、他のすべての SRX シリーズ デバイスでのギガビット イーサネット イン

ターフェースまたは 10 ギガビット イーサネット インターフェースのいずれか 1 組のペアで

ある必要があります。

1111ページの図101、1111ページの図102、1112ページの図103、1112ページの図104、1112ページの図105、

1112ページの図106、および 1113ページの図107 では、ファブリック リンクおよび制御リンクが

接続された状態での SRX シリーズ デバイスのペアを示しています。

図 101: クラスタの SRX シリーズ デバイスを接続する（SRX5800 デバイス）

図 102: クラスタの SRX シリーズ デバイスを接続する（SRX3400 デバイス）
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図 103: クラスタの SRX シリーズ デバイスを接続する（SRX650 デバイス）

図 104: クラスタの SRX シリーズ デバイスを接続する（SRX240 デバイス）

図 105: クラスタの SRX シリーズ デバイスを接続する（SRX220 デバイス）

図 106: クラスタの SRX シリーズ デバイスを接続する（SRX210 デバイス）
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図 107: クラスタの SRX シリーズ デバイスを接続する（SRX100 デバイス）

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1114ページのSRX シリーズ シャーシ クラスタ構成概要

• 1113ページのシャーシ クラスタ化を有効にする前に、SRX100、SRX210、SRX220 および SRX240

デバイスのスイッチングを無効にする

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

シャーシ クラスタ化を有効にする前に、SRX100、SRX210、SRX220 および SRX240 デバイスのスイッチン
グを無効にする

SRX100、SRX210、SRX220、および SRX240 デバイスの工場出荷時のデフォルト設定は自動的に

レイヤ 2 イーサネット スイッチングが有効になっています。これらのデバイスでの工場出荷

時のデフォルト設定を使用する場合は、レイヤ 2 イーサネット スイッチングはシャーシ クラ

スタ モードでは対応していません。シャーシ クラスタ化を有効にする前に、イーサネット ス

イッチング設定を削除する必要があります。

注意: イーサネット スイッチングが有効になると同時に、シャーシ クラスタ化を

有効にするように設定することには対応していません。このことを行うと、ネット

ワークが不安定になり予期しない動作を引き起こすことになります。

特に、工場出荷時のデフォルト設定には、仮想 LAN（VLAN）設定が含まれ、シャーシ クラスタ

制御リンクはイーサネット スイッチングが有効になっています。制御リンクを使用するには、

イーサネット スイッチング ファミリはインターフェースで無効になっている必要があります。

次の手順では、工場出荷時のデフォルト設定の SRX100、SRX210、SRX220、SRX240 デバイスで

のシャーシ クラスタ化の設定方法を示します。クラスタ化の対象である 2 つの各デバイスに

対するシャーシ クラスタ構成が開始される前に、手順に従います。

これらの手順はコンソール ポート接続経由で行うことを推奨しますが、そうしない場合は、こ

の手順の完了後に、コンソール経由で接続する必要があります。コンソール経由での接続方法

についての情報は、該当するSRX シリーズ サービス ゲートウェイ入門ガイドにある「デバイ

スの接続と構成」 セクションを参照してください。

1. 設定構成モードに入ります。
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2. 次のコマンドを入力してください。

user@host# set system root-authentication plain-text-password

この設定は、ルート ユーザー パスワードが設定されていない場合に必要です。

user@host# delete vlans

user@host# delete interfaces vlan

user@host# delete interfaces interface-range interfaces-trust

user@host# delete security zones security-zone trust interfaces

user@host# commit

この設定を確定すると、管理インターフェースは消失し、再作成する必要があることにご注

意ください。

同様に、これらのデバイス（SRX100、SRX210、SRX220、および SRX240）の工場出荷時のデフォ

ルト設定を使用せずに、インターフェースのイーサネット スイッチングを有効にする場合は、

シャーシ クラスタ化を有効にする前に、イーサネット スイッチングを必ず無効にしてくださ

い。

注: その他の SRX シリーズ デバイスおよびすべての J シリーズ デバイスのデフォ

ルト設定は、自動的にイーサネット スイッチングを有効にしません。しかし、イー

サネット スイッチングを有効にした場合は、これらのデバイスのクラスタ化を有効

にする前に、必ず無効にしてください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1098ページのアクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1105ページのアクティブな J シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1108ページのアクティブなシャーシ クラスタでの管理インターフェース

• 1109ページのアクティブなシャーシ クラスタでの制御インターフェース

SRX シリーズ シャーシ クラスタ構成概要

このセクションでは SRX シリーズ シャーシ クラスタを作成するための基本的な手順の概要を

説明しています。

J シリーズ シャーシ クラスタをセットアップするための基本的な手順については、1118ページ

の「J シリーズ シャーシ クラスタ構成概要」を参照してください。

開始する前に、1110ページの「SRX シリーズ ハードウェアに接続し、シャーシ クラスタを作成

する」にある説明に従い、SRX シリーズ デバイスを接続します。
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注: SRX5000 系統のシャーシ クラスタでは、SPC の配置とタイプは 2 つのデバイ

スで一致している必要があります。SRX3000 系統のシャーシ クラスタでは、SPC、

IOC、NPC の配置とタイプは 2 つのデバイスで一致している必要があります。SRX100、

SRX210、SRX220、SRX240、および SRX650 シャーシ クラスタでは、GPIM、XGPIM、

XPIM、および Mini-PIM（必要に応じて）の配置とタイプは 2 つのデバイスで一致

している必要があります。

SRX シリーズ シャーシ クラスタを作成するには、次の操作を行います。

1. サポートされている SRX シリーズ デバイスの同じ種類のペアを相互接続します。

a. イーサネット インターフェースのいずれかのペアを接続することにより、クラスタの 2

つのノード間のファブリック リンクを作成します。ほとんどの SRX シリーズ デバイス

での唯一の要件は、両方のインターフェースがギガビット イーサネット インターフェー

ス（または 10 ギガビット イーサネット インターフェース）であるということです。

SRX220 デバイスでは、ギガビット イーサネット インターフェースのペアを接続しま

す。SRX210 デバイスでは、両方のインターフェースは同じタイプ（高速イーサネット

インターフェースのペア、またはギガビット イーサネット インターフェースのペア）

である必要があります。SRX100 デバイスでは、高速イーサネット インターフェースの

ペアを接続します。1111ページの図101では、ファブリック リンクの内蔵 I/O ポートを使

用して接続されているノードを示しています。

二重ファブリック リンクを機能を使用する場合は、各デバイスで使用するイーサネット

インターフェースの 2 つのペアを接続します。1091ページの「シャーシ クラスタ二重ファ

ブリック リンクについて」を参照してください。

b. 各デバイスで使用する制御ポートを接続します（例として、1111ページの図101で示されて

いる fpc3 および fpc15）。SRX3600、SRX3400、SRX650、および SRX240 デバイスでは、

制御ポートは専用ギガビット イーサネット ポートです。SRX210 および SRX100 デバイ

スでは、制御ポートは一番大きい番号のポートです（fe-0/0/7）。

二重制御リンク機能（SRX5000 および SRX3000 系統のみ）を使用する場合は、各デバイ

スで使用する制御ポートの 2 つのペアを接続します（例として、1081ページの図91で示さ

れているように、最初のペアが fpc3 と fpc15 で、2 つ目のペアが fpc6 と fpc18で

す）。1080ページの「シャーシ クラスタにある SRX シリーズ デバイスの二重制御リンク

を接続する」を参照してください。

SRX5600 と SRX5800 デバイスでは、制御ポートは以下のスロット番号付けされたオフ

セットで、2 つのデバイス上の該当するスロットに存在していなければなりません。

オフセットデバイス

12（例、fpc3 と fpc15）SRX5800

6（例、fpc3 と fpc9）SRX5600

2. クラスタ内で初期化する最初のデバイスをコンソール ポートに接続します。これはクラス

タを形成するノードです。

接続方法については、該当するサービス ゲートウェイ入門ガイドを参照してください。
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3. 制御ポートのみを設定します（SRX5000 系統のみ）。1076ページの「例:シャーシ クラスタ制

御ポートを設定する」を参照してください。

4. CLI 動作モード コマンドを使用してクラスタ化を有効にします。

a. クラスタ ID を入力してクラスタを識別します。

b. ノード自体のノード ID を入力してノードを識別し、システムを再起動します。

1119ページの「例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する」を参照し

てください。.

5. 他のデバイスにあるコンソール ポートに接続し、CLI 動作モード コマンドを使用してクラ

スタ化を有効にします。

a. 最初のノードで設定したものと同じクラスタ ID を設定することによってデバイスが追

加されるクラスタを識別します。

b. ノード自体のノード ID を入力してノードを識別し、システムを再起動します。

6. クラスタの管理インターフェースを設定します。1121ページの「例:シャーシ クラスタ管理イ

ンターフェースを設定する」を参照してください。

7. CLI でクラスタを構成します。以下を参照してください。

a. 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定す

る

b. 1092ページの例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する

c. 1036ページの例:シャーシ クラスタ冗長グループを構成する

d. 1057ページの例:シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェースを設定する

e. 1040ページのシャーシ クラスタ インターフェース監視を設定する

8. 手動フェールオーバーを開始します。1051ページの「シャーシ クラスタ手動冗長グループの

フェールオーバーを開始する」を参照してください。

9. 冗長イーサネット インターフェース経由で条件付きルート通知を設定します。1069ページの

「シャーシ クラスタの条件付ルート通知について」を参照してください。

10.設定内容を確認する1125ページの「シャーシ クラスタ構成を確認する」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1110ページのSRX シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成する

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する
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J シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成する

J シリーズ シャーシ クラスタを作成するには、ギガビット イーサネット接続のペア経由で、

対応している J シリーズ デバイスの同じ種類のペアを対向に接続する必要があります。制御

リンクとして機能する接続は内蔵インターフェース ge-0/0/3 である必要があります。ファブ

リック リンク接続は、デバイス上のギガビット イーサネット インターフェースのいずれかの

ペアの組み合わせが可能です。

注: クラスタにある 2 つのデバイス間の 2 つのファブリック リンクを接続する

と、ファブリック リンクの障害の可能性を低減することができます。1091ページの

「シャーシ クラスタ二重ファブリック リンクについて」を参照してください。

1117ページの図108 では、ファブリック リンクと制御リンク両方の内蔵インターフェースを使用

して接続されている 2 つの J シリーズ デバイスを示しています。

図 108: クラスタ内の J シリーズ デバイスを接続する（J6350 デバイス）

注: シャーシ クラスタ化が J シリーズ ルーターで有効になると、2 つのインター

フェース ポートは 2 つのデバイスをリンクするために使用されます。ge-0/0/3 イ

ンターフェース（fxp1 ポート）は制御ポートに使用され、1 つのポートはファブ

リック リンクに使用されます（内蔵インターフェース（ge-0/0/0 または ge-0/0/1）

の 1 つ、または uPIM のポートの 1 つのいずれかを使用）。また、ge-0/0/2 イン

ターフェース（fxp0 ポート）は管理リンクにも使用されます。これは、ギガビット

イーサーネット ポートに搭載された 4 つのうち 3 つが使用中であるということで

す。トランジット トラフィックに追加のポートが必要な場合は、PIM または uPIM

が必要になります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1118ページのJ シリーズ シャーシ クラスタ構成概要
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• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する

J シリーズ シャーシ クラスタ構成概要

このセクションでは J シリーズ シャーシ クラスタを作成するための基本的な手順の概要を説

明しています。

SRX シリーズ シャーシ クラスタをセットアップするための基本的な手順については、1114ペー

ジの「SRX シリーズ シャーシ クラスタ構成概要」を参照してください。

開始する前に、1117ページの「J シリーズ ハードウェアに接続し、シャーシ クラスタを作成す

る」にある説明に従い、J シリーズ デバイスを接続します。

注: J シリーズ シャーシ クラスタでは、クラスタ内の 2 つのノードは同一モデル

である必要がありますが、インストールされている PIM のいずれの組み合わせも可

能です。

J シリーズ シャーシ クラスタを作成するには、次の操作を行います。

1. サポートされている J シリーズ デバイスの同じ種類のペアを相互接続します。

a. 内蔵インターフェースまたは PIM にあるインターフェースのギガビット イーサネット

インターフェースのいずれかのペアを接続することで、クラスタ内の 2 つのノード間の

ファブリック リンクを作成します。唯一の要件は両方のインターフェースがギガビット

イーサネット インターフェースであることです。1117ページの図108では、ファブリック

リンクの内蔵 ge-0/0/1 インターフェースを使用して接続されているノードを示していま

す。

二重ファブリック リンク機能を使用する場合は、各デバイスで使用するギガビット イー

サネット インターフェースの 2 つのペアを接続します。詳細は、1091ページの「シャー

シ クラスタ二重ファブリック リンクについて」を参照してください。

b. ge-0/0/3 インターフェースを相互接続し、制御リンクを作成します。

2. クラスタ内で初期化する最初のデバイスをコンソール ポートに接続します。これはクラス

タを形成するノードです。

接続方法については、 J シリーズ サービス ルーター ハードウェア ガイドを参照してく

ださい。

3. CLI 動作モード コマンドを使用してクラスタ化を有効にします。

a. クラスタ ID を入力してクラスタを識別します。

b. ノード自体のノード ID を入力してノードを識別し、システムを再起動します。

1119ページの「例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する」を参照し

てください。
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4. 他のデバイスにあるコンソール ポートに接続し、CLI 動作モード コマンドを使用してクラ

スタ化を有効にします。

a. 最初のノードで設定したものと同じクラスタ ID を設定することによってデバイスが追

加されるクラスタを識別します。

b. ノード自体のノード ID を入力してノードを識別し、システムを再起動します。

5. クラスタの管理インターフェースを設定します。1121ページの「例:シャーシ クラスタ管理イ

ンターフェースを設定する」を参照してください。

6. CLI でクラスタを構成します。以下を参照してください。

a. 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定す

る

b. 1092ページの例:シャーシ クラスタ ファブリックを設定する

c. 1036ページの例:シャーシ クラスタ冗長グループを構成する

d. 1057ページの例:シャーシ クラスタ冗長イーサネット インターフェースを設定する

e. 1040ページのシャーシ クラスタ インターフェース監視を設定する

7. 手動フェールオーバーを開始します。1051ページの「シャーシ クラスタ手動冗長グループの

フェールオーバーを開始する」を参照してください。

8. 冗長イーサネット インターフェース経由で条件付きルート通知を設定します。1069ページの

「シャーシ クラスタの条件付ルート通知について」を参照してください。

9. 設定内容を確認する1125ページの「シャーシ クラスタ構成を確認する」を参照してください。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1117ページのJ シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成する

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する

例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

この例では、シャーシ クラスタ ノード ID およびシャーシ クラスタ ID の設定方法を示しま

す。この設定は 2 つのデバイスの接続後に設定する必要があります。シャーシ クラスタ ID

はクラスタがどのデバイスに属しているかを識別し、シャーシ クラスタ ノード ID はクラス

タ内の一意のノードを識別します。

• 要件 1120ページ

• 概要 1120ページ
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• 設定 1120ページ

• 確認 1120ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• SRX100、SRX210、SRX220、および SRX240 デバイスのスイッチングを無効にします。1113ペー

ジの「シャーシ クラスタ化を有効にする前に、SRX100、SRX210、SRX220 および SRX240 デ

バイスのスイッチングを無効にする」を参照してください。

• コンソール ポート経由で各デバイスに接続できることを確認します。

概要

システムはシャーシ クラスタ ID およびシャーシ クラスタ ノード ID を使用して各ノードに

対する正しい設定を適用します（例、apply-groups コマンドを使用してシャーシ クラスタ管理

インターフェースを設定する場合）。シャーシ クラスタ ID およびノード ID ステートメント

は EPROM に書き込まれ、ステートメントはシステムの再起動後に有効になります。

この例では、シャーシ クラスタ ID を 1 と設定します。また、最初のノードでのシャーシ ク

ラスタ ノード ID を 0 と設定し、両方のノードの優先順位の設定が同じ場合は、このノード

の冗長グループがプライマリになるようにします。そして、もう一方のシャーシ クラスタ ノー

ド ID を 1 とします。

設定

ステップごとの手順 シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を指定するには、次の操作を行います。

1. コンソール ポート経由で最初のデバイスに接続します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

シャーシ クラスタは問題なく有効になりました。今すぐ再起動してください。

2. コンソール ポート経由で 2 つ目のデバイスに接続します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

シャーシ クラスタは問題なく有効になりました。今すぐ再起動してください。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ状態を確認する 1120ページ

シャーシ クラスタ状態を確認する

目的 シャーシ クラスタの状態を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}[edit]

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover
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Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 0 primary no no

node1 0 secondary no no

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1114ページのSRX シリーズ シャーシ クラスタ構成概要

• 1118ページのJ シリーズ シャーシ クラスタ構成概要

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

この例では、シャーシ クラスタへのネットワーク管理アクセス方法を示します。

要件

開始する前に、シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定します。1119ページの

「例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する」を参照してください。

概要

一意の IP アドレスをクラスタ内の各ノードに割り当て、ネットワーク管理アクセスを提供す

る必要があります。この設定は 2 つのノード間では複製されません。

ほとんどの SRX シリーズ シャーシ クラスタでは、fxp0 インターフェースは専用ポートです。

SRX100、SRX210、および J シリーズのシャーシ クラスタでは、fxp0 インターフェースは内蔵

インターフェースで再度利用されます。J シリーズ シャーシ クラスタでは、各ノードの一意

のホスト名を定義し、各ノードの fxp0 インターフェースへの一意の IP アドレスを割り当て

ることにより、クラスタへの管理アクセスを設定します。1 つのノードをプライマリ デバイス

として指定し、もう一方をセカンダリ デバイスとして指定した後に、システムがデバイスを再

起動したときに、fxp0 インターフェースは作成されます。

注: fxp0 インターフェースを設定する前にネットワーク経由でクラスタ内のノード

へのアクセスを試行する場合は、クラスタへのアクセスを失うことになります。

この例では、IPv4 の以下の情報を設定します。

• ノード 0 の名前—node0-router

• ノード 0 に割り当てられた IP アドレス—10.1.1.1/24

• ノード 1 の名前—node1-router

• ノード 1 に割り当てられた IP アドレス—10.1.1.2/24
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この例では、IPv6 の以下の情報を設定します。

• ノード 0 の名前—node0-router

• ノード 0 に割り当てられた IP アドレス—12010:2010:201::2/64

• ノード 1 の名前—node1-router

• ノード 1 に割り当てられた IP アドレス—2010:2010:201::3/64

設定

CLI 簡単構成 IPv4 のシャーシ クラスタ管理インターフェースを簡単に設定するには、次のコマンドをコピー

し、CLI にペーストします。

{primary:node0}[edit]

user@host#

set groups node0 system host-name node0-router

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

set groups node1 system host-name node1-router

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.1.1.2/24

IPv6 のシャーシ クラスタ管理インターフェースを簡単に設定するには、次のコマンドをコピー

し、CLI にペーストします。

{primary:node0}[edit]

user@host#

set groups node0 system host-name node0-router

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet6 address 2010:2010:201::2/64

set groups node1 system host-name node1-router

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet6 address 2010:2010:201::3/64

ステップごとの手順 IPv4 のシャーシ クラスタ管理インターフェースを設定するには、次の操作を行います。

1. ノード 0 の名前を設定し、IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name node0-router

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.1.1.1/24

2. ノード 1 の名前を設定し、IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

set groups node1 system host-name node1-router

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.1.1.2/24

3. デバイスの設定後、その設定を確定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit

ステップごとの手順 IPv6 のシャーシ クラスタ管理インターフェースを設定するには、次の操作を行います。

1. ノード 0 の名前を設定し、IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name node0-router
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user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet6 address

2010:2010:201::2/64

2. ノード 1 の名前を設定し、IP アドレスを割り当てます。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node1 system host-name node1-router

user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet6 address

2010:2010:201::3/64

3. デバイスの設定後、その設定を確定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit

結果 show groups と show apply-groups コマンドを入力することで、設定モードでご自身の設定を確

認することができます。意図している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を

繰り返して、設定を訂正してください。

{primary:node0}[edit]

user@host# show groups

node0 {

system {

host-name node0-router;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.1/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name node1-router;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.2/24;

}

}

}

}

}

{primary:node0}[edit]

user@host# show apply-groups

## Last changed: 2010-09-16 11:08:29 UTC

apply-groups "${node}";

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。
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確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ管理インターフェース設定を確認する 1124ページ

シャーシ クラスタ管理インターフェース設定を確認する

目的 シャーシ クラスタ管理インターフェース設定を確認します。

アクション 設定が正常に動作しているかを確認するには、show config コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1114ページのSRX シリーズ シャーシ クラスタ構成概要

• 1118ページのJ シリーズ シャーシ クラスタ構成概要

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する

例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

この例では、シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数を指定する方法を

示します。設定する冗長イーサネット インターフェースが認識されるために、冗長イーサネッ

ト インターフェースの数を設定する必要があります。

• 要件 1124ページ

• 概要 1124ページ

• 設定 1125ページ

• 確認 1125ページ

要件

開始する前に、シャーシ クラスタ ID およびシャーシ クラスタ ノード ID を設定します。1119

ページの「例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する」を参照してくだ

さい。

概要

シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースを設定する前に、シャーシ クラスタ

の冗長イーサネット インターフェースの数を指定する必要があります。

この例では、シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数を 2 に設定しま

す。
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設定

ステップごとの手順 シャーシ クラスタの冗長イーサネット インターフェースの数を設定するには、次の操作を行

います。

1. 冗長イーサネット インターフェースの数を指定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster reth-count 2

2. デバイスの設定後、その設定を確定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# commit

確認

設定が正常に動作しているかを確認するには、show configuration chassis cluster コマンドを

入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1114ページのSRX シリーズ シャーシ クラスタ構成概要

• 1118ページのJ シリーズ シャーシ クラスタ構成概要

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する

シャーシ クラスタ構成を確認する

目的 シャーシ クラスタ確認オプションを表示します。

アクション CLI モードで、show chassis cluster? コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster ?

Possible completions:

interfaces Display chassis-cluster interfaces

statistics Display chassis-cluster traffic statistics

status Display chassis-cluster status

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

• 1126ページのシャーシ クラスタ統計を確認する

• 1127ページのシャーシ クラスタ統計を消去する
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• 1128ページのシャーシ クラスタ フェールオーバー状態を確認する

シャーシ クラスタ統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ サービスおよびインターフェースについての情報を表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 798

Heartbeat packets received: 784

Fabric link statistics:

Probes sent: 793

Probes received: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 0 0

Session create 0 0

Session close 0 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Control link 1:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 0 0

Session create 1 0

Session close 1 0

Session change 0 0

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.1126

Junos OS セキュリティ設定ガイド



Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 82371

Heartbeat packets received: 82321

Control link 1:

Heartbeat packets sent: 0

Heartbeat packets received: 0

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する

• 1127ページのシャーシ クラスタ統計を消去する

• 1128ページのシャーシ クラスタ フェールオーバー状態を確認する

シャーシ クラスタ統計を消去する

シャーシ クラスタ サービスおよびインターフェースに関する表示された情報を消去するには、

CLI で clear chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> clear chassis cluster statistics

Cleared control-plane statistics

Cleared data-plane statistics

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する
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• 1126ページのシャーシ クラスタ統計を確認する

• 1128ページのシャーシ クラスタ フェールオーバー状態を確認する

シャーシ クラスタ フェールオーバー状態を確認する

目的 シャーシ クラスタのフェールオーバー状態を表示します。

アクション CLI で、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 3

Node name Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-group: 0, Failover count: 1

node0 254 primary no no

node1 2 secondary no no

Redundancy-group: 1, Failover count: 1

node0 254 primary no no

node1 1 secondary no no

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 15

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 5

node0 200 primary no no

node1 0 lost n/a n/a

Redundancy group: 1 , Failover count: 41

node0 101 primary no no

node1 0 lost n/a n/a

{primary:node1}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 15

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 5

node0 200 primary no no

node1 0 unavailable n/a n/a

Redundancy group: 1 , Failover count: 41

node0 101 primary no no

node1 0 unavailable n/a n/a

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する
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• 1126ページのシャーシ クラスタ統計を確認する

• 1129ページのシャーシ クラスタ フェールオーバー状態を消去する

シャーシ クラスタ フェールオーバー状態を消去する

シャーシ クラスタのフェールオーバー状態を消去するには、CLI で clear chassis cluster

failover-count コマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> clear chassis cluster failover-count

Cleared failover-count for all redundancy-groups

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1119ページの例:シャーシ クラスタ ノード ID およびクラスタ ID を設定する

• 1121ページの例:シャーシ クラスタ管理インターフェースを設定する

• 1124ページの例:シャーシ クラスタ内の冗長イーサネット インターフェースの数を設定する

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する

• 1126ページのシャーシ クラスタ統計を確認する

• 1128ページのシャーシ クラスタ フェールオーバー状態を確認する

シャーシ クラスタのアップグレード

• シャーシ クラスタ内の各デバイスを別々にアップグレードする 1129ページ

• 負担の少ない ISSU を使用してシャーシ クラスタ内の両方のデバイスをアップグレードす

る 1130ページ

シャーシ クラスタ内の各デバイスを別々にアップグレードする

シャーシ クラスタ内のデバイスは一度に 1 つずづ別々にアップグレードすることができます。

アップグレードの際の動作への影響を低減するために、フェールオーバーとインサービス ソフ

トウェア アップグレード（ISSU）使用して、1 つのデバイスがアップグレードされた後に、も

う一方のデバイスのアップグレードを許可するモデルもあります。

シャーシ クラスタ内の各デバイスを別々にアップグレードするには、次の操作を行います。

注: このタイプのシャーシ クラスタのアップグレード中には、約 3 ～ 5 分のサー

ビス中断が起きます。

1. ノード 0 に新規画像ファイルをロードします。

2. ノードを再起動せずに画像のアップグレードを行うには、次のコマンドを入力します。

user@host> request system software add image_name

3. ノード 1 に新規画像ファイルをロードします。
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4. 手順 2 を繰り返します。

5. 両方のノードを同時に再起動します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1130ページの負担の少ない ISSU を使用してシャーシ クラスタ内の両方のデバイスをアップグ

レードする

• 1133ページのシャーシ クラスタを無効にする

• 1125ページのシャーシ クラスタ構成を確認する

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

負担の少ない ISSU を使用してシャーシ クラスタ内の両方のデバイスをアップグレードする

• ISSU を使用してシャーシ クラスタ内の両方のデバイスをアップグレードする 1130ページ

• ISSU 後の、シャーシ クラスタ内のデバイスをロールバックする 1131ページ

• シャーシ クラスタ ISSU でのサービス障害の防止 1131ページ

• ISSU 後に、自動シャーシ クラスタ ノード フェールバックを有効にする 1132ページ

• シャーシ クラスタ ISSU 障害をトラブルシューティングする 1132ページ

• シャーシ クラスタの ISSU 中に不一致の制御リンク統計を解読する 1132ページ

ISSU を使用してシャーシ クラスタ内の両方のデバイスをアップグレードする

いくつかのプラットフォームでは、シャーシ クラスタ内のデバイスはインサービス ソフトウェ

ア アップグレード（ISSU）を使用してサービス中断なしでアップグレードすることが可能で

す。シャーシ クラスタ ISSU 機能は、クラスタ内の両方のデバイスが、冗長グループのフェー

ルオーバーと同様のトラフィック障害のあるサポート可能な Junos OS バージョンからアップ

グレードすることを可能にします。

注: ISSU はソフトウェアのダウングレードはサポートしません。

注: IPv4 のみをサポートする Junos OS バージョンから IPv4 と IPv6 の両方をサ

ポートするバージョンへのアップグレードを行う場合は、IPv4 トラフィックはアッ

プグレード処理中に引き続き稼動します。IPv4 と IPv6 両方をサポートする Junos

OS バージョンから IPv4 と IPv6 の両方をサポートするバージョンへのアップグ

レードを行う場合は、IPv4 と IPv6 の両方のトラフィックはアップグレード処理中

に引き続き稼動します。Junos OS リリース 10.2 以降のリリースは IPv6 トラフィッ

クのフローベースの処理をサポートします。詳細は、Junos OS セキュリティ設定ガ

イドにある 「IPv6 トラフィックのフローベースの処理を有効にする」 を参照して

ください。

開始前に、以下にご注意ください。

• ISSU は Junos OS リリース 9.6 以降でのみ利用可能です。
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• ISSU を開始する前に、すべての冗長グループをフェールオーバーし、1 つのノードのみです

べてがアクティブな状態にします。1051ページの「シャーシ クラスタ手動冗長グループのフェー

ルオーバーを開始する」を参照してください。

• ISSU を開始する前に、ルーティング プロトコルを再起動することを推奨します。

すべての冗長グループが 1 つのデバイスでアクティブになると、要求コマンドを使用してアッ

プグレードが開始されます。

1. すべての冗長グループを 1 つのデバイスにフェールオーバーします。

2. 次のコマンドを入力して、ISSU を開始します。

user@host>request system software in-service-upgrade image_name reboot

コマンドに reboot が含まれていない場合は、ISSU がソフトウェア画像のアップグレードを

完了したときに各デバイスを手動で再起動する必要があります。

3. 両方のデバイスのアップグレード完了まで待機し、すべてのポリシ、ゾーン、冗長グルー

プ、およびその他の RTO がそれぞれの正しい状態に戻ったことを確認します。また、クラ

スタ内の両方のデバイスが新規の Junos OS 構築を起動していることを確認します。

注: アップグレード中は、両方のデバイスに冗長グループのフェールオーバーが起

きる場合がありますが、トラフィックは中断されません。アップグレードを行う前

に、各デバイスはパッケージの正当性を確認し、バージョン互換性を確認します。

新しいパッケージが現在インストールされているバージョンと互換性がないことを

検出すると、デバイスはアップグレートまたは修正動作を行う指示を拒否します。1

つの機能に対してのみ互換性がない場合があります。そのときには、アップグレー

ド ソフトウェアがアップグレードの中断またはアップグレードを行う前にその機能

をオフにするようにプロンプトで指示します。

この機能はコマンドライン インターフェース経由でのみ利用可能です。Junos OS CLI リファ

レンスの 「インサービス アップグレードでのシステム ソフトウェアの要求」 を参照してく

ださい。

ISSU 後の、シャーシ クラスタ内のデバイスをロールバックする

ISSU の完了が失敗し、クラスタ内の 1 つのデバイスのみがアップグレードされた場合は、アッ

プグレードされたデバイスで次のコマンドを使用して、そのデバイスのみを以前の設定にロー

ルバックすることができます。

• request chassis cluster in-service-upgrade abort

• request system software rollback

• request system reboot

シャーシ クラスタ ISSU でのサービス障害の防止

ISSU コマンドには no-old-master-upgrade というオプションがあります。このオプションは現

在のマスタ デバイスをアップグレードされていない状態のままにし、このことはサービス障害

の予防措置となります。新しくアップグレードされたデバイスが正しく作動している場合は、
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no-old-master-upgrade オプションを使用すると、ルーティング制御はすぐに以前のマスタ デ

バイスに戻ることが可能です。

no-old-master-upgrade オプションを使用するには、バックアップ デバイスでの ISSU 完了後

に、以前のマスタ デバイスで標準のアップグレードを実行していることが必要です。

no-old-master-upgrade オプションを使用すると、バックアップ デバイスはそのアップグレー

ドを完了し、新しい構築が予定通りに作動することが確認できます。そして、以前のマスタを

次のように更新します。

1. request system software add image_name を実行します。

2. request chassis cluster in-service-upgrade abort を実行して、ISSU 処理を中止します。

3. request system reboot を実行します。

ISSU 後に、自動シャーシ クラスタ ノード フェールバックを有効にする

ISSU の完了後に冗長グループを自動的には、プライマリとしてノード 0 に戻したい場合には、

ノード 0 をプライマリにし、プレエンプト オプションを有効にするなどの冗長グループ優位

性を設定する必要があります。この方法はすべての冗長グループ 0 を除く冗長グループで有効

です。冗長グループ 0 は手動でフェールオーバーする必要があります。冗長グループの優位性

を設定し、プレエンプト オプションを有効にするには、1036ページの「例: シャーシ クラスタ

冗長グループを構成する」を参照してください。冗長グループの手動でのフェールオーバーに

ついては、1051ページの「シャーシ クラスタ手動冗長グループ フェールオーバーを開始する」

を参照してください。

注: ノード 0 をアップグレードし、シャーシ クラスタ内で利用可能にするには、

手動でノード 0 を再起動します。ノード 0 は自動的に再起動しません。

シャーシ クラスタ ISSU 障害をトラブルシューティングする

特定の環境では ISSU 試行に障害が発生します。このセクションでは、そのうちの 2 つを説明

します。

• リリース 9.6 以前の Junos OS 画像を実行しているデバイスのペアをアップグレードしよう

とする場合は、クラスタ内のどちらか一方のデバイスに対する変更がされずに ISSU は失敗

します。Junos OS リリース 9.6 以前のデバイスは、別々のアップグレードの作業で個別に

アップグレードされる必要があります。

• ISSU を開始するときに、指定された新規画像を使用してセカンダリ デバイスを起動する前

に、電源が切れる状況が起きた場合は、電力は新しくアップグレードされたデバイスに保存

され、ISSU が終了するのを待機します。セカンダリ デバイスで ISSU を終了するには、

reboot の後に、request chassis cluster in-service-upgrade abort を実行し、そのデバイス

の ISSU を中断します。

シャーシ クラスタの ISSU 中に不一致の制御リンク統計を解読する

異なるリリースを実行しているデバイス上のノードで ISSU を実行する際には、不一致の制御

リンク統計は二重制御リンク（SRX5000 SRX3000 系統のみで対応）を使用して、show chassis

cluster statistics および show chassis cluster control-plane statistics コマンドで報告さ
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れることがあります。 （ISSU は Junos OS リリース 9.6 以降で利用可能で、二重制御リンク

は Junos OS リリース 10.0 以降で利用可能です。）例として、デバイスの 1 つのノードが

Junos OS リリース 9.6 を実行していて、デバイスのもう一方のノードが Junos OS リリース

10.0 を実行しているとします。この例では、後者のデバイスが両方の制御リンクのハートビー

トを送信しますが、もう一方のデバイスは 1 つの制御リンクでのみハートビートを受信する、

という不一致が発生します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1129ページのシャーシ クラスタ内の各デバイスを別々にアップグレードする

• 1133ページのシャーシ クラスタを無効にする

シャーシ クラスタを無効にする

シャーシ クラスタを無効にするには、次のコマンドを入力します。

{primary:node1}

user@host> set chassis cluster disable reboot

Successfully disabled chassis cluster. Going to reboot now.

システムの再起動後に、シャーシ クラスタは無効になっています。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1129ページのシャーシ クラスタ内の各デバイスを別々にアップグレードする

• 1130ページの負担の少ない ISSU を使用してシャーシ クラスタ内の両方のデバイスをアップグ

レードする

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタでのマルチキャスト ルーティングについて

シャーシ クラスタ内のノード間でのマルチキャスト ルーティング サポートは、プロトコル独

立マルチキャスト（PIM）バージョン 1 および 2、インターネット グループ管理プロトコル

（IGMP）、セッション アナウンスメント プトロコル（SAP）および距離ベクトル マルチキャ

スト ルーティング プロトコル（DVMRP）などのマルチキャスト プロトコルが、クラスタ内の

インターフェース経由でトラフィックを送信することを可能にします。しかしながら、マルチ

キャスト プロトコルはシャーシ管理インターフェース（fxp0）またはファブリック インター

フェース（fab0 と fab1）で有効にされていてはいけません。マルチキャスト セッションはク

ラスタ間で同期され、冗長グループ フェールオーバー中に維持されます。フェールオーバーの

間は、他のトラフィックと同じくマルチキャスト パケット損失が起きる場合もあります。

シャーシ クラスタ内のマルチキャスト データ転送は、受信インターフェースを使用してセッ

ションがアクティブであるかどうかを決定します。リーフ セッションの送信インターフェース

が受信インターフェースのノードの代わりにピアにある場合、パケットはピア ノードに転送さ

れます。シャーシ クラスタのマルチキャスト ルーティングは、受信および送信インターフェー

スのトンネルをサポートします。
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シャーシ クラスタでのマルチキャスト設定はスタンドアロン デバイスでのマルチキャスト設

定と同じです（セキュリティ デバイスの Junos OS ルーティング プロトコルおよびポリシ設

定ガイドの 「マルチキャスト ネットワーク」 の章を参照してください）。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1029ページのシャーシ クラスタ概要

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

非対称シャーシ クラスタ配備

• 非対称ルーティング シャーシ クラスタ配備について 1134ページ

• 例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI） 1136ページ

• 例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（J-Web） 1148ページ

非対称ルーティング シャーシ クラスタ配備について

この場合は、シャーシ クラスタは非対称ルーティング機能を利用します（1135ページの図109 を

参照してください）。ノードが受信するトラフィックはノードのセッション テーブルと照合さ

れます。このルックアップの結果によって、ノードがパケットを処理するか、またはファブリッ

ク リンク経由で他のノードに転送されるかを決定します。セッションは、セッションを作成す

る最初のノードの出口ノードで固定されます。トラフィックがセッションで固定されていない

ノードで受信される場合は、それらのパケットはセッションが固定されているノードへファブ

リック リンク経由で転送されます。

注: セッション中のルーティングで変更がある場合は、セッションのアンカ ノード

は変更されることがあります。
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図 109: 非対称ルーティング シャーシ クラスタ シナリオ（J シリーズ デバ
イス）
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このシナリオでは、2 つのインターネット接続を使用します。1 つの接続が優先されています。

トラスト ゾーンへの接続は、冗長イーサネット インターフェースを使用して行われ、トラス

ト ゾーンにあるデバイスでの LAN 冗長性を提供します。このシナリオは 2 つのフェールオー

バーのケースを説明しています。それらのセッションはインターネット（アントラステッド

ゾーン）の宛先があるトラスト ゾーンから発生したものです。

• トラスト ゾーン冗長イーサネット インターフェースでの障害について 1135ページ

• アントラスト ゾーン インターフェースでの障害について 1136ページ

トラスト ゾーン冗長イーサネット インターフェースでの障害について

通常の動作条件では、トラフィックはトラスト ゾーン インターフェース fe-1/0/0（reth0.0に

属する）からインターネットに流れます。プライマリのインターネット接続がノード 0 にある

ので、セッションは両方ともノード 0 で作成され、ノード 1 に同期されます。しかしながら、

セッションはノード 0 でのみアクティブです。

インターフェース fe-1/0/0 での障害は冗長グループのフェールオーバーをトリガし、ノード

1 のインターフェース fe-5/0/0 はアクティブになります。フェールオーバーの後、トラフィッ

クはノード 1 に到着します。セッションのルックアップ後は、セッションがノード 0 でアク

ティブになるため、トラフィックはこのノードに送信されます。次に、ノード 0 はトラフィッ

クを処理し、それをインターネットに送信します。戻りのトラフィックも同じ処理になります。

トラフィックはノード 0 に到着し、ノード 0 でスパム防御スキャン、ウィルス対策スキャン

とセキュリティ ポリシのアプリケーションなどのセキュリティのために処理されます。これは

セッションがノード 0 に固定されるためです。次に、エグレス処理およびノード 1 からのイ
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ンターフェース fe-5/0/0 経由での最終的な送信のために、パケットはファブリック インター

フェース経由でノード 1 に送信されます。

アントラスト ゾーン インターフェースでの障害について

この場合は、セッションはノードからノードへと移行します。通常の動作条件では、トラフィッ

クはノード 0 のみで処理されます。ノード 0 のインターフェース ge-0/0/0 の障害は、ルー

ティング テーブルでの変更を発生させます。そのため、ノード 1 のインターフェース ge-7/0/0

に向かうようにします。障害の後、ノード 0 のセッションは非アクティブになり、ノード 1

のパッシブなセッションがアクティブになります。トラスト ゾーンから到着するトラフィック

はまだインターフェース fe-1/0/0 で受信されますが、処理のためにノード 1 に転送されます。

トラフィックがノード 1 で処理された後、インターフェース ge-7/0/0 経由でインターネット

に転送されます。

このシャーシ クラスタ構成では、冗長グループ 1 はトラスト ゾーンに接続されている冗長

イーサネット インターフェースを制御するために使用されます。このシナリオで設定されてい

るように、インターフェース fe-1/0/0 または fe-5/0/0 に障害が発生し、インターネットに接

続されているインターフェースに障害がない場合に、冗長グループ 1 はフェールオーバーしま

す。オプションとして、冗長グループ 1 がインターネットに接続されているすべてのインター

フェースを監視し、インターネット リンクに障害が起きた場合にフェールオーバーを許可する

ように設定を変更することができます。その例として、ge-0/0/0 インターネット リンクに障害

が発生すると、冗長グループ 1 が ge-0/0/0 を監視し、reth0 で fe-5/0/0 をアクティブにす

るように設定することができます。 （このオプションは以下の設定例では記載されていませ

ん。）

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1136ページの例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）

• 1148ページの例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（J-Web）

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）

この例では、J シリーズ デバイスのシャーシ クラスタ ペアを構成し、非対称ルーティングを

可能にする方法を示します。シャーシ クラスタの非対称ルーティングを構成すると、いずれの

デバイスで受信されたトラフィックであっても円滑に処理されるようになります。

• 要件 1137ページ

• 概要 1137ページ

• 構成 1140ページ

• 確認 1144ページ
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要件

始める前に、以下を行います。

1. J シリーズ デバイスのペアを相互接続し、同じモデルであることを確認します。この例で

は J2320 サービス ルーター デバイスのペアを使用します。

a. ファブリック リンクを作成するには、1 つのデバイスのギガビット イーサネット イン

ターフェースをもう一方のデバイスのギガビット イーサネット インターフェースに接

続します。1117ページの「J シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成

する」を参照してください。

b. 制御リンクを作成するには、2 つのデバイスの ge-0/0/3 ギガビット イーサネット イ

ンターフェースを接続します。1117ページの「J シリーズ ハードウェアを接続し、シャー

シ クラスタを作成する」を参照してください。

2. コンソール ポートを使用してデバイスの 1 つを接続します。（これはクラスタを形成する

ノードです。）

a. クラスタ ID およびノード番号を設定します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

3. コンソール ポートを使用して、もう一方のデバイスに接続します。

a. クラスタ ID およびノード番号を設定します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

概要

この例では、シャーシ クラスタは非対称ルーティングを提供します。1138ページの図110 で図示

されているように、2 つのインターネット接続を使用します。1 つの接続が優先されています。

トラスト ゾーンへの接続は、冗長イーサネット インターフェースによって提供され、トラス

ト ゾーンにあるデバイスでの LAN 冗長性を提供します。
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図 110: 非対称のルーティング シャーシ クラスタ トポロジ

この例では、グループ（apply-groups コマンドを使用した構成が適用されている）とシャーシ

クラスタ情報を構成します。次に、セキュリティ ゾーンとセキュリティ ポリシを設定します。

1138ページの表101 ～ 1140ページの表104 を参照してください。)

表101: グループおよびシャーシ クラスタ構成パラメータ

構成パラメータ名称機能

• ホスト名:jseries-1

• インターフェース:fxp0

• ユニット 0

• 192.168.100.50/24

ノード 0グループ

• ホスト名:jseries-2

• インターフェース:fxp0

• ユニット 0

• 192.168.100.51/24

ノード 1

表102: シャーシ クラスタ構成パラメータ

構成パラメータ名称機能

インターフェース:ge-0/0/1fab0ファブリック リンク

インターフェース:ge-7/0/1fab1
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表102: シャーシ クラスタ構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名称機能

1000–ハートビート間隔

3–ハートビートしきい値

• 優位性:

• ノード 0： 100

• ノード 1： 1

1冗長グループ

インターフェース監視

• fe-1/0/0

• fe-5/0/0

1–冗長イーサネット インターフェース数

• ユニット 0

• 1.4.0.202/24

ge-0/0/0インターフェース

• ユニット 0

• 1.2.1.233/24

ge-7/0/0

•

冗長親：reth0

fe-1/0/0

•

冗長親：reth0

fe-5/0/0

• ユニット 0

• 10.16.8.1/24

reth0

表103: セキュリティ ゾーン構成パラメータ

構成パラメータ名称

reth0.0 インターフェースはこのゾーンにバインドされます。トラスト

ge-0/0/0.0 および ge-4/0/0.0 インターフェースはこのゾーンにバインドされます。アントラスト
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表104: セキュリティ ポリシ構成パラメータ

構成パラメータ名称目的

• 一致する基準：

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション:permit

任意このセキュリティ ポリシはトラスト ゾーンからアント

ラスト ゾーンへのトラフィックを許可します。

構成

CLI 簡単構成 非対称のシャーシ クラスタ ペアを簡単に構成するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペー

ストします。

{primary:node0}[edit]

set groups node0 system host-name jseries-1

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.168.100.50/24

set groups node1 system host-name jseries-2

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.168.100.51/24

set apply-groups “${node}”

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/1

set chassis cluster reth-count 1

set chassis cluster heartbeat-interval 1000

set chassis cluster heartbeat-threshold 3

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-1/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-5/0/0 weight 255

set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.4.0.202/24

set interfaces fe-1/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces ge-7/0/0 unit 0 family inet address 1.2.1.233/24

set interfaces fe-5/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

set routing-options static route 0.0.0.0/0 qualified-next-hop 1.4.0.1 metric 10

set routing-options static route 0.0.0.0/0 qualified-next-hop 1.2.1.1 metric 100

set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0

set security zones security-zone untrust interfaces ge-7/0/0.0

set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY then permit

ステップごとの手順 非対称のシャーシ クラスタ ペアを構成するには、次の操作を行います。

1. 管理インターフェースを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name jseries-1

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

192.168.100.50/24

user@host# set groups node1 system host-name jseries-2
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user@host#set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

192.168.100.51/24

user@host# set apply-groups “${node}”

2. ファブリック インターフェースを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-7/0/1

3. 冗長イーサネット インターフェースの数を設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster reth-count 1

4. 冗長グループを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster heartbeat-interval 1000

user@host# set chassis cluster heartbeat-threshold 3

user@host# set chassis cluster node 0

user@host# set chassis cluster node 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-1/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-5/0/0 weight

255

5. 冗長イーサネット インターフェースを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces ge-0/0/0 unit 0 family inet address 1.4.0.202/24

user@host# set interfaces fe-1/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces ge-7/0/0 unit 0 family inet address 1.2.1.233/24

user@host# set interfaces fe-5/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

6. 静的ルート（各 ISP に 1 つ、ge-0/0/0 経由の優先ルートのあるルート）を設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 qualified-next-hop 1.4.0.1

metric 10

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 qualified-next-hop 1.2.1.1

metric 100

7. セキュリティ ゾーンを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-0/0/0.0

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces ge-7/0/0.0

user@host# set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

8. セキュリティ ポリシを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

destination-address any
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user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY then

permit

結果 動作モードで、show configuration コマンドを入力することによって設定を確定します。意図

している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正して

ください。

簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

user@host> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name jseries-1;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.100.50/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name jseries-2;

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.100.51/24;

}

}

}

}

}

}

apply-groups "${node}";

chassis {

cluster {

reth-count 1;

heartbeat-interval 1000;

heartbeat-threshold 3;

redundancy-group 1 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

interface-monitor {

fe–1/0/0 weight 255;

fe–5/0/0 weight 255;
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}

}

}

}

interfaces {

fe–1/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

fe–5/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

ge–0/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 1.4.0.202/24;

}

}

}

ge–7/0/0 {

unit 0 {

family inet {

address 1.2.1.233/24;

}

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–0/0/1;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–7/0/1;

}

}

}

reth0 {

fastether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.16.8.1/24;

}

}

}

}

...

routing-options {
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static {

route 0.0.0.0/0 {

next-hop 1.4.0.1;

metric 10;

}

}

}

routing-options {

static {

route 0.0.0.0/0 {

next-hop 1.2.1.1;

metric 100;

}

}

}

security {

zones {

security–zone untrust {

interfaces {

ge-0/0/0.0;

ge-7/0/0.0;

}

}

security–zone trust {

interfaces {

reth0.0;

}

}

}

policies {

from-zone trust to-zone untrust {

policy ANY {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ状態を確認する 1145ページ

• シャーシ クラスタ インターフェースを確認する 1145ページ

• シャーシ クラスタ統計を確認する 1145ページ
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• シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する 1146ページ

• シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する 1146ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する 1147ページ

• ログを使用するトラブルシューティング 1147ページ

シャーシ クラスタ状態を確認する

目的 シャーシ クラスタ状態、フェールオーバー状態および冗長グループ情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

シャーシ クラスタ インターフェースを確認する

目的 シャーシ クラスタ インターフェースについての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

fe-1/0/0 255 Up 1

fe-5/0/0 255 Up 1

シャーシ クラスタ統計を確認する

目的 同期されている異なるオブジェクト、ファブリックおよび制御インターフェースの hello、ク

ラスタ内で監視されているインターフェースの状態の統計についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 228

Heartbeat packets received: 2370

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 2272
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Probes received: 597

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 160 0

Session close 147 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ制御プレーン統計（送受信済みのハートビート）とファブリック リンク統

計（送受信済みの精査）についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

目的 サービスの送受信済みの RTO の数についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0
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Resource manager 6 0

Session create 160 0

Session close 147 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する

目的 クラスタの両方のノードの状態と優位性、プライマリ ノードがプレエンプトされたか、または

手動フェールオーバーが発生したかについての情報を確認します。

アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-Group: 1, Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

ログを使用するトラブルシューティング

目的 これらのログを使用して、シャーシ クラスタの問題を識別します。両方のノードでこれらのロ

グを実行しなければなりません。

アクション 動作モードで、show コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1134ページの非対称ルーティング シャーシ クラスタ配備について

• 1148ページの例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（J-Web）

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について
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例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（J-Web）

注: まず、クラスタ化を有効にし、管理インターフェース セットアップを行いま

す。

1. ファブリック インターフェースを設定します。

1136ページの「例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 1 を参照し

てください。

2. 冗長グループを構成します。

• [Configure（構成）] > [System Properties（システム プロパティ）] > [Chassis

Cluster(シャーシ クラスタ)]を選択します。

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

冗長イーサネット インターフェース数： 1

ハートビート間隔: 1000

ハートビートしきい値: 3

ノード: 0

グループ番号： 1

優位性: 100

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

ノード: 1

グループ番号： 1

優位性: 1

インターフェース監視—インターフェース：fe-1/0/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

インターフェース監視—インターフェース：fe-5/0/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

3. 冗長イーサネット インターフェースを設定します。

• [Configure（設定）] > [Interfaces（インターフェース）] を選択します。

• fe-1/0/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth0 を入力します。

• [Apply（適用）] をクリックします。
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• fe-5/0/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth0 を入力します。

• [Apply（適用）] をクリックします。

• 1151ページの「例:アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の

手順 3 を参照してください。

4. 静的ルート（各 ISP に 1 つ、ge-0/0/0 経由の優先ルートのあるルート）を設定します。

• [Configure（設定）] > [Routing（ルーティング）] > [Static Routing（静的ルーティ

ング）] を選択します。

• [Add（追加）] をクリックします。

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

静的ルート アドレス： 0.0.0.0/0

ネクストホップ アドレス: 1.4.0.1, 1.2.1.1

5. セキュリティ ゾーンを設定します。

1136ページの「例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 5 を参

照してください。

6. セキュリティ ポリシを設定します。

1136ページの「例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 6 を参

照してください。

7. [OK] をクリックして、設定を確認し、キャンディデート設定として保存します。次に [Commit

Options（オプションの確定）] > [Commit（確定）] をクリックします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1134ページの非対称ルーティング シャーシ クラスタ配備について

• 1136ページの例:非対称のシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備（J シリーズ デバイス）

• アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備について 1149ページ

• 例:アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI） 1151ページ

• 例:アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（J-Web） 1162ページ

アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備について

この場合は、クラスタ内の 1 つのデバイスはすべてのトラフィックをルートするように使用さ

れ、もう一方のデバイスは障害が発生した場合にのみに使用されます（1150ページの図111 を参
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照してください）。障害が発生した場合は、バックアップ デバイスがマスタになり、すべての

転送を制御します。

図 111: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのシナリオ（J シリーズ デ
バイス）

reth 0.0

reth 1.0

Trust zone

Untrust zone

Both reths belong to
redundancy group 1

EX Series EX Series

EX Series EX Series

J SeriesJ Series

g0
30

68
2

アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタは、同じ冗長グループに割り当てられたすべての冗

長イーサネット インターフェース（reths）を使用することにより実施可能です。ノード上の

アクティブ グループにあるいずれかのインターフェースに障害が起きた場合は、グループは非

アクティブになり、そのグループにあるすべてのインターフェースは他のノードにフェールオー

バーします。

この設定はファブリック リンク経由のトラフィックを最小限にします。これはクラスタ内の 1

つのノードのみがある時点でトラフィックを転送するためです。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1151ページの例:アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）

• 1162ページの例:アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（J-Web）

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について
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例:アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）

この例では、J シリーズ デバイスのアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタ化の構成方法を

示します。

• 要件 1151ページ

• 概要 1151ページ

• 構成 1154ページ

• 確認 1159ページ

要件

始める前に、以下を行います。

1. J シリーズ デバイスのペアを相互接続し、同じモデルであることを確認します。この例で

は J2320 サービス ルーター デバイスのペアを使用します。

a. ファブリック リンクを作成するには、1 つのデバイスのギガビット イーサネット イン

ターフェースをもう一方のデバイスのギガビット イーサネット インターフェースに接

続します。1117ページの「J シリーズ ハードウェアを接続し、シャーシ クラスタを作成

する」を参照してください。

b. 制御リンクを作成するには、2 つのデバイスの ge-0/0/3 ギガビット イーサネット イ

ンターフェースを接続します。1117ページの「J シリーズ ハードウェアを接続し、シャー

シ クラスタを作成する」を参照してください。

2. コンソール ポートを使用してデバイスの 1 つを接続します。（これはクラスタを形成する

ノードです。）

a. クラスタ ID およびノード番号を設定します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

3. コンソール ポートを使用して、もう一方のデバイスに接続します。

a. クラスタ ID およびノード番号を設定します。

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

概要

この例では、クラスタ内の 1 つのデバイスはすべてのトラフィックをルートするように使用さ

れ、もう一方のデバイスは障害が発生した場合にのみに使用されます。（1152ページの図112 を

参照してください。）障害が発生した場合は、バックアップ デバイスがマスタになり、すべて

の転送を制御します。
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図 112: アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのトポロジ（J シリーズ デバ
イス）

アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタは、同じ冗長グループにすべてを割り当てる冗長イー

サネット インターフェース（reths）を設定することにより作成することが可能です。この設

定はファブリック リンク経由のトラフィックを最小限にします。これはクラスタ内の 1 つの

ノードのみがある時点でトラフィックを転送するためです。

この例では、グループ（apply-groups コマンドを使用した構成が適用されている）およびシャー

シ クラスタ情報を構成します。次に、セキュリティ ゾーンとセキュリティ ポリシを設定しま

す。1152ページの表105 ～ 1154ページの表108 を参照してください。)

表105: グループおよびシャーシ クラスタ構成パラメータ

構成パラメータ名称機能

• ホスト名:J2320-A

• インターフェース:fxp0

• ユニット 0

• 192.168.3.110/24

ノード 0グループ

• ホスト名:J2320-B

• インターフェース:fxp0

• ユニット 0

• 192.168.3.111/24

ノード 1
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表106: シャーシ クラスタ構成パラメータ

構成パラメータ名称機能

インターフェース:ge-0/0/1fab0ファブリック リンク

インターフェース:ge-4/0/1fab1

1000–ハートビート間隔

3–ハートビートしきい値

• 優位性:

• ノード 0： 254

• ノード 1： 1

0冗長グループ

• 優位性:

• ノード 0： 254

• ノード 1： 1

1

インターフェース監視

• fe-1/0/0

• fe-5/0/0

• ge-0/0/0

• ge-4/0/0

2–冗長イーサネット インターフェース数

冗長親：reth1ge-0/0/0インターフェース

冗長親：reth1ge-4/0/0

冗長親：reth0fe-1/0/0

冗長親：reth0fe-5/0/0

冗長グループ： 1reth0

• ユニット 0

• 10.16.8.1/24

冗長グループ： 1reth1

• ユニット 0

• 11.2.0.233/24
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表107: セキュリティ ゾーン構成パラメータ

構成パラメータ名称

reth1.0 インターフェースはこのゾーンにバインドされます。トラスト

reth0.0 インターフェースはこのゾーンにバインドされます。アントラスト

表108: セキュリティ ポリシ構成パラメータ

構成パラメータ名称目的

• 一致する基準：

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション:permit

任意このセキュリティ ポリシはトラスト ゾーンからアント

ラスト ゾーンへのトラフィックを許可します。

構成

CLI 簡単構成 J2320 サービス ルーターのアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタ ペアを簡単に構成する

には、次のコマンドをコピーし、CLI にペーストします。

[edit]

set groups node0 system host-name J2320-A

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.168.3.110/24

set groups node1 system host-name J2320-B

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.168.3.111/24

set apply-groups “${node}”

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-4/0/1

set chassis cluster heartbeat-interval 1000

set chassis cluster heartbeat-threshold 3

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-1/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-5/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-0/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-4/0/0 weight 255

set chassis cluster reth-count 2

set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces ge-4/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces fe-1/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces fe-5/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 1.2.0.233/24

set security zones security-zone untrust interfaces reth1.0

set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match source-address any
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set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY then permit

ステップごとの手順 J2320 サービス ルーター デバイスを使用してアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ ペア

を構成するには、次の操作を行います。

1. 管理インターフェースを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name J2320-A

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

192.168.3.110/24

user@host# set groups node1 system host-name J2320-B

user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

192.168.3.111/24

user@host# set apply-groups “${node}”

2. ファブリック インターフェースを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-4/0/1

3. ハートビート設定を行います。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster heartbeat-interval 1000

user@host# set chassis cluster heartbeat-threshold 3

4. 冗長グループを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-1/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-5/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-0/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor ge-4/0/0 weight

255

5. 冗長イーサネット インターフェースを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster reth-count 2

user@host# set interfaces ge-0/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces ge-4/0/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces fe-1/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces fe-5/0/0 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 1.2.0.233/24
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6. セキュリティ ゾーンを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces reth1.0

user@host# set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

7. セキュリティ ポリシを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY then

permit

結果 動作モードで、show configuration コマンドを入力することによって設定を確定します。意図

している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正して

ください。

簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

user@host> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name J2320-A;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.3.110/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name J2320-B;

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.168.3.111/24;

}

}

}

}

}

}
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apply-groups "${node}";

chassis {

cluster {

reth-count 2;

heartbeat-interval 1000;

heartbeat-threshold 3;

redundancy-group 0 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

interface-monitor {

fe–1/0/0 weight 255;

fe–5/0/0 weight 255;

ge–0/0/0 weight 255;

ge–4/0/0 weight 255;

}

}

}

}

interfaces {

fe–1/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

fe–5/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

ge–0/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

ge–4/0/0 {

fastether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–0/0/1;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–4/0/1;

}

}
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}

reth0 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.16.8.1/24;

}

}

}

reth1 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 1.2.0.233/24;

}

}

}

}

...

security {

zones {

security–zone untrust {

interfaces {

reth1.0;

}

}

security–zone trust {

interfaces {

reth0.0;

}

}

}

policies {

from-zone trust to-zone untrust {

policy ANY {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。
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確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ状態を確認する 1159ページ

• シャーシ クラスタ インターフェースを確認する 1159ページ

• シャーシ クラスタ統計を確認する 1160ページ

• シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する 1160ページ

• シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する 1161ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する 1161ページ

• ログを使用するトラブルシューティング 1161ページ

シャーシ クラスタ状態を確認する

目的 シャーシ クラスタ状態、フェールオーバー状態および冗長グループ情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

シャーシ クラスタ インターフェースを確認する

目的 シャーシ クラスタ インターフェースについての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

reth1 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

fe-1/0/0 255 Up 1

fe-5/0/0 255 Up 1

ge-0/0/0 255 Up 1

ge-4/0/0 255 Up 1
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シャーシ クラスタ統計を確認する

目的 同期されている異なるオブジェクト、ファブリックおよび制御インターフェースの hello、ク

ラスタ内で監視されているインターフェースの状態の統計についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 2276

Heartbeat packets received: 2280

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 2272

Probes received: 597

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ制御プレーン統計（送受信済みのハートビート）とファブリック リンク統

計（送受信済みの精査）についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0
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Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

目的 サービスの送受信済みの RTO の数についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する

目的 クラスタの両方のノードの状態と優位性、プライマリ ノードがプレエンプトされたか、または

手動フェールオーバーが発生したかについての情報を確認します。

アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-Group: 1, Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

ログを使用するトラブルシューティング

目的 これらのログを使用して、シャーシ クラスタの問題を識別します。両方のノードでこれらのロ

グを実行しなければなりません。
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アクション 動作モードで、show コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1149ページのアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備について

• 1162ページの例:アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（J-Web）

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

例:アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（J-Web）

1. クラスタ化を有効にします。1151ページの「例:アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペ

アを構成する（CLI）」の手順 1 を参照してください。

2. 管理インターフェースを設定します。1151ページの「例:アクティブ/パッシブ シャーシ クラ

スタのペアを構成する（CLI）」の手順 2 を参照してください。

3. ファブリック インターフェースを設定します。1151ページの「例:アクティブ/パッシブ シャー

シ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 3 を参照してください。

4. 冗長グループを構成します。

• [Configure（構成）] > [System Properties（システム プロパティ）] > [Chassis

Cluster(シャーシ クラスタ)]を選択します。

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

冗長イーサネット インターフェース数： 2

ハートビート間隔: 1000

ハートビートしきい値: 3

ノード: 0

グループ番号： 0

優位性: 100

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

ノード: 0

グループ番号： 1

優位性: 1

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。
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ノード: 1

グループ番号： 0

優位性: 100

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

ノード: 1

グループ番号： 1

優位性: 1

インターフェース監視—インターフェース：fe-1/0/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

インターフェース監視—インターフェース：fe-5/0/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

インターフェース監視—インターフェース：ge-0/0/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

インターフェース監視—インターフェース：ge-4/0/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

5. 冗長イーサネット インターフェースを設定します。

• [Configure（構成）] > [System Properties（システム プロパティ）] > [Chassis

Cluster(シャーシ クラスタ)]を選択します。

• ge-0/0/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth1 を入力します。

• [Apply（適用）] をクリックします。

• ge-4/0/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth1 を入力します。

• [Apply（適用）] をクリックします。

• fe-1/0/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth0 を入力します。

• [Apply（適用）] をクリックします。

• fe-5/0/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth0 を入力します。
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• [Apply（適用）] をクリックします。

• 最後の 4 つの構成設定に対しては 1151ページの「例:アクティブ/パッシブ シャーシ クラ

スタのペアを構成する（CLI）」の手順 5 を参照してください。

6. セキュリティ ゾーンを設定します。1151ページの「例:アクティブ/パッシブ シャーシ クラ

スタのペアを構成する（CLI）」の手順 6 を参照してください。

7. セキュリティ ポリシを設定します。1151ページの「例:アクティブ/パッシブ シャーシ クラ

スタのペアを構成する（CLI）」の手順 7 を参照してください。

8. [OK] をクリックして、設定を確認し、キャンディデート設定として保存します。次に [Commit

Options（オプションの確定）] > [Commit（確定）] をクリックします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1149ページのアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備について

• 1151ページの例:アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

アクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備（SRX シリーズ デバイス）

• 例: シャーシ クラスタとしてのブランチに対する SRX シリーズ サービス ゲートウェイを

設定する 1164ページ

• 例: シャーシ クラスタとしてのハイエンドに SRX シリーズ サービス ゲートウェイを設定

する 1177ページ

例: シャーシ クラスタとしてのブランチに対する SRX シリーズ サービス ゲートウェイを設定する

この例では、ブランチ デバイスでの SRX シリーズのシャーシ クラスタ化の構成方法を示して

います。

• 要件 1164ページ

• 概要 1165ページ

• 構成 1167ページ

• 確認 1174ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• スイッチングを無効にします。レイヤ 2 イーサネット スイッチングはシャーシ クラスタ

モードではサポートされていません。1113ページの「シャーシ クラスタ化を有効にする前に、

SRX100、SRX210、SRX220 および SRX240 デバイスのスイッチングを無効にする」を参照して

ください。

• 2 つのデバイスを接続し、同じモデルであるかを確認します。例えば、SRX210 サービス ゲー

トウェイでは、ノード 0 の fe-0/0/7 をノード 1 の fe-0/0/7 に接続します。
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• 2 つのデバイスをクラスタ モードに設定し、デバイスを再起動します。次の操作モード コ

マンドを両方のデバイスに入力する必要があります。例は以下の通りです。

• ノード 0：

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

• ノード 1：

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

クラスタ ID は両方のデバイスで同じですが、ノード ID は異なる必要があります。それは

1 つのデバイスはノード 0 でもう一方はノード 1 のためです。クラスタ ID の範囲は 0 ～

15 で、0 に設定するとクラスタ モードが無効であることに相当します。

• デバイスにクラスタ化が発生すると、SRX210 サービス ゲートウェイの例を続行し、ノード

1 の fe-0/0/7 インターフェースを fe-2/0/7 に変更します。再起動後、以下のインターフェー

スが割り当てられ、それをクラスタを形成するために再び使用します。

• fe-0/0/6 は fxp0 になり、シャーシ クラスタの個別の管理に使用されます。

• fe-0/0/7 は fxp1 になり、シャーシ クラスタ内の制御リンクとして使用されます。

• もう一方のインターフェースもセカンダリ デバイスで名称を変更します。例として、セカ

ンダリ デバイスのノード 1 にある ge-0/0/0 インターフェースは ge-2/0/0 に名称を変更

されます。

SRX シリーズ デバイスのマッピングの詳細については1098ページの「アクティブな SRX シリー

ズ シャーシ クラスタのノード インターフェース」を参照してください。

注: 制御リンクに使用されるポート fe-0/0/7 はケーブルで接続される必要があ

ります。スイッチは制御リンクの接続には使用することができません。また、デ

バイスを接続する 3 つ目のリンクとして使用するポートとデバイス間のファブ

リック リンクと使用するポートを決定する必要があります。このポートは fe-0/0/6

と fe-0/0/7 以外のいかなるギガビット イーサネット ポートまたは高速イーサ

ネット ポートにすることができます。

ここから先はクラスタ構成はノード メンバ間で同期され、2 つの別々のデバイスが 1 つのデ

バイスとして機能します。

概要

この例では、ブランチ デバイスでの SRX シリーズのシャーシ クラスタ化の構成方法を示して

います。ブランチ デバイスの以下のサービス ゲートウェイがサポートされます。

• SRX100

• SRX210

• SRX220

• SRX240

• SRX650
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使用するデバイスにより、システムの FPC の合計数をインターフェースの元の FPC に追加す

ることで、ノード 1 はそのインターフェースの番号を変更します。SRX シリーズ デバイスで

のインターフェースの番号変更については 1166ページの表109 を参照してください。

表109: SRX シリーズ サービス ゲートウェイ インターフェースの番号変更

ノード 1 インター

フェース名

ノード 0 インター

フェース名再番号割当定数制御リンク名

SRX シリーズ サービス

ゲートウェイ

fe-1/0/0fe-0/0/01fe-0/0/7SRX100

ge-2/0/0ge-0/0/02fe-0/0/7SRX210

ge-3/0/0ge-0/0/03ge-0/0/7SRX220

ge-5/0/0ge-0/0/05ge-0/0/1SRX240

ge-9/0/0ge-0/0/09ge-0/0/1SRX650

クラスタ化が有効になった後、システムは fxp0、fxp1 および fab インターフェースを作成し

ます。デバイスによっては、物理インターフェースにマップされる fxp0 および fxp1 インター

フェースはユーザー定義ではありません。しかし、fab インターフェースはユーザー定義です。

SRX シリーズ デバイスでの fxp0 および fxp1 インターフェースのマップについては 1166ペー

ジの表110 を参照してください。

表110: SRX シリーズ サービス ゲートウェイの fxp0 および fxp1 インターフェース マッピング

fab インターフェースfxp1 インターフェースfxp0 インターフェース

SRX シリーズ サービス ゲー

トウェイ

ユーザー定義fe-0/0/7fe-0/0/6SRX100

ユーザー定義fe-0/0/7ge-0/0/0SRX210

ユーザー定義fe-0/0/7fe-0/0/6SRX220

ユーザー定義ge-0/0/1ge-0/0/0SRX240

ユーザー定義ge-0/0/1ge-0/0/0SRX650

1167ページの図113 ではこの例で使用されるトポロジを示します。
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図 113: ブランチ トポロジの例での SRX シリーズ

reth 0.0
10.16.8.1/24

reth 1.0
1.2.0.233/24

ge-0/0/0 ge-4/0/0

fe-1/0/0 fe-5/0/0

Trust zone

Untrust zone

Both reth interfaces
belong to redundancy
group 1

EX Series EX Series

EX Series EX Series

J SeriesJ Series

構成

CLI 簡単構成 SRX210 サービス ゲートウェイを簡単に構成するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペー

ストします。

On {primary:node0}

[edit]

set groups node0 system host-name srx-node0

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.16.35.46/24

set groups node1 system host-name srx-node1

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.16.35.47/24

set groups node0 system backup-router <backup next-hop from fxp0> destination <management

network/mask>

set groups node1 system backup-router <backup next-hop from fxp0> destination <management

network/mask>

set apply-groups "${node}"

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1
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set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-2/0/1

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-0/0/3 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-0/0/2 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-2/0/3 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-2/0/2 weight 255

set chassis cluster reth-count 2

set interfaces fe-0/0/2 fastether-options redundant-parent reth1

set interfaces fe-2/0/2 fastether-options redundant-parent reth1

set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 1.2.0.233/24

set interfaces fe-0/0/3 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces fe-2/0/3 fastether-options redundant-parent reth0

set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24

set security zones security-zone Untrust interfaces reth1.0

set security zones security-zone Trust interfaces reth0.0

SRX210 デバイス以外のブランチ デバイスの SRX シリーズを設定する場合は、ご利用のデバイ

スのコマンドとインターフェース設定については 1169ページの表111 を参照し、これらのコマン

ドを代用して CLI にペーストしてください。
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表111: ブランチ インターフェース設定での SRX シリーズ サービス ゲートウェイ

SRX650SRX240SRX220SRX210SRX100コマンド

ge-0/0/2ge-0/0/2ge-0/0/0 to ge-0/0/5ge-0/0/1fe-0/0/1set interfaces fab0

fabric-options

member-interfaces

ge-9/0/2ge-5/0/2ge-3/0/0 to

ge-0/-3/5

ge-2/0/1fe-1/0/1set interfaces fab1

fabric-options

member-interfaces

ge-1/0/0 weight 255ge-0/0/5 weight 255ge-0/0/0 weight 255fe-0/0/3 weight 255fe-0/0/0 weight 255set chassis cluster

redundancy-group 1

interface-monitor

ge-10/0/0 weight 255ge-5/0/5 weight 255ge-3/0/0 weight 255fe-0/0/2 weight 255fe-0/0/2 weight 255set chassis cluster

redundancy-group 1

interface-monitor

ge-1/0/1 weight 255ge-0/0/6 weight 255ge-0/0/1 weight 255fe-2/0/3 weight 255fe-1/0/0 weight 255set chassis cluster

redundancy-group 1

interface-monitor

ge-10/0/1 weight 255ge-5/0/6 weight 255ge-3/0/1 weight 255fe-2/0/2 weight 255fe-1/0/2 weight 255set chassis cluster

redundancy-group 1

interface-monitor

ge-1/0/0

gigether-options

redundant-parent

reth1

ge-0/0/5

gigether-options

redundant-parent

reth1

ge-0/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth0

fe-0/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth1

fe-0/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth1

set interfaces

ge-10/0/0

gigether-options

redundant-parent

reth1

ge-5/0/0

gigether-options

redundant-parent

reth1

ge-0/0/3

fastether-options

redundant-parent

reth1

fe-2/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth1

fe-1/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth1

set interfaces

ge-1/0/1

gigether-options

redundant-parent

reth0

ge-0/0/6

gigether-options

redundant-parent

reth0

ge-3/0/2

fastether-options

redundant-parent

reth0

fe-0/0/3

fastether-options

redundant-parent

reth0

fe-0/0/0

fastether-options

redundant-parent

reth0

set interfaces

ge-10/0/1

gigether-options

redundant-parent

reth0

ge-5/0/6

gigether-options

redundant-parent

reth0

ge-3/0/3

fastether-options

redundant-parent

reth1

fe-2/0/3

fastether-options

redundant-parent

reth0

fe-1/0/0

fastether-options

redundant-parent

reth0

set interfaces
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ステップごとの手順 次の例では、設定階層のさまざまなレベルへ移動する必要があります。この方法については、

設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

ブランチ デバイスでの SRX シリーズのシャーシ クラスタを構成するには、次の操作を行いま

す。

注: プライマリ デバイス（ノード 0）で手順 1 ～ 5 を行います。commit コマン

ドを実行すると、この構成は自動的にセカンダリ デバイス（ノード 1）にコピーさ

れます。 制御リンクとファブリック リンク インターフェースがアクティブ化され

たため、構成は同期されます。構成を確認するには、show interface terse コマン

ドを使用して出力を見直します。

1. 構成グループを使用して、各デバイスのホスト名と管理 IP アドレスを設定します。これ

らの設定は各デバイスに固有のもので、その固有のノードに対して一意です。

user@host# set groups node0 system host-name srx-node0

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.16.35.46/24

user@host# set groups node1 system host-name srx-node1

user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 192.16.35.47/24

デフォルト ルートを設定し、各ノードのルートをバックアップします。

set groups node0 system backup-router <backup next-hop from fxp0> destination

<management network/mask>

set groups node1 system backup-router <backup next-hop from fxp0> destination

<management network/mask>

apply-group コマンドを設定し、先ほどのコマンドで行った各ノードのそれぞれの設定が

そのノードにのみ適用されるようにします。

user@host# set apply-groups "${node}"

2. 各ノードの物理ポート ge-0/0/1 を使用した fab 接続（RTO 同期でのデータ プレーン リ

ンク）に使用されるインターフェースを定義します。これらのインターフェースは対向

式、またはレイヤ 2 インフラストラクチャ経由で接続される必要があります。

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-0/0/1

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-2/0/1

3. ルーティング エンジン フェールオーバー プロパティで冗長グループ 0 を設定し、冗長

グループ 1（すべてのインターフェースはこの例では 1 つの冗長グループにあります）

を設定して、冗長イーサネット インターフェースのフェールオーバー プロパティを定義

します。

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1
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user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 100

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

4. インターフェースの状態を監視し、冗長グループ フェールオーバーをトリガするように、

インターフェース監視を設定します。

注: インターフェースのフラップが発生した場合に、1 つのノードからもう一

方のノードへのコントロール プレーンの切り替えが起こるため、冗長グルー

プ 0 に対するインターフェース監視は推奨しません。

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-0/0/3 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-0/0/2 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-2/0/3 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor fe-2/0/2 weight

255

注: インターフェースのフェールオーバーは、ウェイトが 0 に到達した後に

のみ発生します。

5. 冗長イーサネット（reth）インターフェースを設定し、冗長インターフェースをあるゾー

ンに割り当てます。

user@host# set chassis cluster reth-count 2

user@host# set interfaces fe-0/0/2 fastether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces fe-2/0/2 fastether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 1.2.0.233/24

user@host# set interfaces fe-0/0/3 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces fe-2/0/3 fastether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.16.8.1/24
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user@host# set security zones security-zone Untrust interfaces reth1.0

user@host# set security zones security-zone Trust interfaces reth0.0

結果 動作モードで、show configuration コマンドを入力することによって設定を確定します。意図

している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正して

ください。

簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name SRX210-1;

backup-router 10.100.22.1 destination 66.129.243.0/24;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.16.35.46/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name SRX210-2;

backup-router 10.100.21.1 destination 66.129.243.0/24; }

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 192.16.35.47/24;

}

}

}

}

}

}

apply-groups "${node}";

chassis {

cluster {

reth-count 2;

redundancy-group 0 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 100;

node 1 priority 1;

interface-monitor {

fe–0/0/3 weight 255;

fe–0/0/2 weight 255;

fe–2/0/2 weight 255;
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fe–2/0/3 weight 255;

}

}

}

}

interfaces {

fe–0/0/2 {

fastether–options {

redundant–parent reth1;

}

unit 0 {

family inet {

address 2.2.2.2/30;

}

}

}

fe–0/0/3 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

fe–2/0/2 {

fastether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

fe–2/0/3 {

fastether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–0/0/1;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–2/0/1;

}

}

}

reth0 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.16.8.1/24;

}

}

}

reth1 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {
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address 1.2.0.233/24;

}

}

}

}

...

security {

zones {

security–zone Untrust {

interfaces {

reth1.0;

}

}

security–zone Trust {

interfaces {

reth0.0;

}

}

}

policies {

from–zone Trust to–zone Untrust {

policy 1 {

match {

source–address any;

destination–address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ状態を確認する 1174ページ

• シャーシ クラスタ インターフェースを確認する 1175ページ

• シャーシ クラスタ統計を確認する 1175ページ

• シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する 1176ページ

• シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する 1176ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する 1177ページ

• ログを使用するトラブルシューティング 1177ページ

シャーシ クラスタ状態を確認する

目的 シャーシ クラスタ状態、フェールオーバー状態および冗長グループ情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}
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user@host# show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 1 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 0 primary no no

node1 0 secondary no no

シャーシ クラスタ インターフェースを確認する

目的 シャーシ クラスタ インターフェースについての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

reth1 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

fe-2/0/3 255 Up 1

fe-2/0/2 255 Up 1

fe-0/0/2 255 Up 1

fe-0/0/3 255 Up 1

シャーシ クラスタ統計を確認する

目的 同期されている異なるオブジェクト、ファブリックおよび制御インターフェースの hello、ク

ラスタ内で監視されているインターフェースの状態の統計についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 2276

Heartbeat packets received: 2280

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 2272

Probes received: 597

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0
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Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ制御プレーン統計（送受信済みのハートビート）とファブリック リンク統

計（送受信済みの精査）についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 2294

Heartbeat packets received: 2298

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 2290

Probes received: 615

Probe errors: 0

シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

目的 サービスの送受信済みの RTO の数についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0
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MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する

目的 クラスタの両方のノードの状態と優位性、プライマリ ノードがプレエンプトされたか、または

手動フェールオーバーが発生したかについての情報を確認します。

アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 1, Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 50 secondary no no

ログを使用するトラブルシューティング

目的 これらのログを使用して、シャーシ クラスタの問題を識別します。両方のノードでこれらのロ

グを実行しなければなりません。

アクション 動作モードで、show log コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 1113ページのシャーシ クラスタ化を有効にする前に、SRX100、SRX210、SRX220 および SRX240

デバイスのスイッチングを無効にする

•

• 1031ページのシャーシ クラスタの冗長グループについて

• 1098ページのアクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1177ページの例: シャーシ クラスタとしてのハイエンドに SRX シリーズ サービス ゲートウェ

イを設定する

例: シャーシ クラスタとしてのハイエンドに SRX シリーズ サービス ゲートウェイを設定する

この例では、ハイエンドな SRX シリーズ デバイスに基本のアクティブ/パッシブ シャーシ ク

ラスタ化を構成する方法を示します。

• 要件 1178ページ

• 概要 1178ページ
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• 構成 1180ページ

• 確認 1190ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• 同一のハードウェア構成内には、1 つの MX240 エッジ ルーターと 1 つの EX8208 イーサ

ネット スイッチという 2 つのサービス ゲートウェイが必要です。

• 2 つのデバイスを実際に接続し（ファブリック ポートと制御ポートを対向に）、同じモデル

であることを確認します。SRX5000 系統には、ファブリック ポートと制御ポートの両方を構

成することができ、SRX3000 系統にはファブリック ポートのみを構成することができます。

• 2 つのデバイスをクラスタ モードに設定し、デバイスを再起動します。次の操作モード コ

マンドを両方のデバイスに入力する必要があります。例は以下の通りです。

• ノード 0：

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

• ノード 1：

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

クラスタ ID は両方のデバイスで同じですが、ノード ID は異なる必要があります。それは

1 つのデバイスはノード 0 でもう一方はノード 1 のためです。クラスタ ID の範囲は 0 ～

15 で、0 に設定するとクラスタ モードが無効であることに相当します。

1 つの L3 ブロードキャスト ドメインに複数の SRX シリーズ クラスタがある場合は、異な

るクラスタ ID を各クラスタに割り当てる必要があります。そうでない場合は、MAC アドレ

ス競合が発生します。

ここから先はクラスタ構成はノード メンバ間で同期され、2 つの別々のデバイスが 1 つのデ

バイスとして機能します。

概要

この例では、ハイエンドな SRX シリーズ デバイスに基本のアクティブ/パッシブ シャーシ ク

ラスタ化を構成する方法を示します。基本のアクティブ/パッシブの例は、シャーシ クラスタ

の最も共通するタイプです。以下のハイエンドな SRX シリーズ デバイスがサポートされてい

ます。

• SRX3400

• SRX3600

• SRX5600

• SRX5800

基本のアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタは次の 2 つのデバイスで成り立っています。

• 1 つのデバイスがシャーシ クラスタの制御を維持しながら、活発的にルート、ファイアウォー

ル、NAT、VPN およびセキュリティ サービスを提供します。
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• アクティブ デバイスが非アクティブになった場合、もう一方のデバイスが受動的にクラスタ

のフェールオーバー機能の状態を維持します。

注: SRX5800 サービス ゲートウェイのアクティブ/パッシブ モードのこの例は、NAT

セキュリティ ポリシ、VPN の設定方法などのその他の設定についての詳細は記載し

ていません。これらは基本的にスタンドアロンの設定の場合と同じです。1217ページ

の「NAT 概要」、145ページの「セキュリティ ポリシ概要」、および441ページの「VPN

概要」を参照してください。しかし、シャーシ クラスタ構成でプロキシ ARP を実

行する場合は、プロキシ ARP 設定をメンバのインターフェースではなく reth イン

ターフェースに適用する必要があります。これは、RETH インターフェースは論理設

定を維持するためです。1301ページの「プロキシ ARP（CLI 手順）」を参照してくだ

さい。また、SRX5800 サービス ゲートウェイにある VLAN およびトランクされたイ

ンターフェースを使用して、別々に論理インターフェースを設定することができま

す。これらの設定は、VLAN およびトランクされたインターフェースを使用するスタ

ンドアロンの実装と類似しています。

1180ページの図114 ではこの例で使用されるトポロジを示します。
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図 114: ハイエンドの SRX シリーズ デバイス トポロジ例での基本のアクティ
ブ/パッシブのシャーシ クラスタ
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core switch
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edge router

Internet

構成

CLI 簡単構成 SRX5800 サービス ゲートウェイにシャーシ クラスタを簡単に構成するには、次のコマンドを

コピーし、CLI にペーストします。

On {primary:node0}

[edit]

set chassis cluster control-ports fpc 1 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 13 port 0

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-11/3/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-23/3/0

set groups node0 system host-name SRX5800-1

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.1180

Junos OS セキュリティ設定ガイド



set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.3.5.1/24

set groups node0 system backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0

set groups node1 system host-name SRX5800-2

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.3.5.2/24

set groups node1 system backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0

set apply-groups “${node}”

set chassis cluster reth-count 2

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 129

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 128

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 129

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 128

set interfaces xe-6/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

set interfaces xe-6/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces xe-18/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

set interfaces xe-18/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 2.2.2.1/24

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-6/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-6/1/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-18/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-18/1/0 weight 255

set chassis cluster control-link-recovery
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set security zones security-zone untrust interfaces reth0.0

set security zones security-zone trust interfaces reth1.0

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.254

set routing-options static route 2.0.0.0/8 next-hop 2.2.2.254

EX8208 コア スイッチを簡単に構成するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペーストしま

す。

On {primary:node0}

[edit]

set interfaces xe-1/0/0 unit 0 family ethernet-switching port-mode access vlan members

SRX5800

set interfaces xe-2/0/0 unit 0 family ethernet-switching port-mode access vlan members

SRX5800

set interfaces vlan unit 50 family inet address 2.2.2.254/24

set vlans SRX5800 vlan-id 50

set vlans SRX5800 l3-interface vlan.50

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 2.2.2.1/24

MX240 エッジ ルーターを簡単に構成するには、次のコマンドをコピーし、CLI にペーストしま

す。

On {primary:node0}

[edit]

set interfaces xe-1/0/0 encapsulation ethernet-bridge unit 0 family bridge

set interfaces xe-2/0/0 encapsulation ethernet-bridge unit 0 family bridge

set interfaces irb unit 0 family inet address 1.1.1.254/24

set routing-options static route 2.0.0.0/8 next-hop 1.1.1.1

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop (上流ルーター)

set bridge-domains SRX5800 vlan-id X (“none”に設定可能)

set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge routing-interface irb.0

set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge interface xe-1/0/0

set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge interface xe-2/0/0
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ステップごとの手順 次の例では、設定階層のさまざまなレベルへ移動する必要があります。この方法については、

設定モードで CLI エディタを使用するを参照してください。

ハイエンドな SRX シリーズ デバイスでシャーシ クラスタを構成するには、次の操作を行いま

す。

注: プライマリ デバイス（ノード 0）で以下の手順を行います。commit コマンド

を実行すると、この構成は自動的にセカンダリ デバイス（ノード 1）にコピーされ

ます。

1. クラスタの制御ポートを設定します。制御プレーンは常にクラスタ内で最低の SPC/SPU

にある必要があるため、FPC 1/13 を選択します（この例では、スロット 0）。最大の信

頼性のために、制御プレーンの別々の SPC に制御ポートを設置します（この例では、ス

ロット 1 に SPC を使用 ）。

注: この例の残りの部分では、どのメンバがアクティブであっても、すべての

コマンドは制御プレーンに適用されます。

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 1 port 0

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 13 port 0

2. アクティブ/パッシブ モードで RTO をパスするために使用されるクラスタのファブリッ

ク（データ）ポートを構成します。この例では、アクティブ/パッシブ モードを使用して

帯域幅が不足することは重要でないため、1 ギガビット イーサネット ポートの 1 つを

使用します各シャーシからぞれぞれ 1 つの合計 2 つのファブリック インターフェース

を相互接続するように定義します。

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces ge-11/3/0

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces ge-23/3/0

3. SRX5800 サービス ゲートウェイのシャーシ クラスタ構成は、1 つの共通の構成内に含ま

れるので、その構成のいくつかの要素を固有メンバのみに割り当てるために グループと

呼ばれる Junos OS ノード固有の設定方法を使用する必要があります。set apply-groups

${node} コマンドはノード変数を使用して、グループがノードに適用される方法を定義し

ます。各ノードはその番号を認識し、それに応じて構成を承認します。また、クラスタの

個々の制御プレーンの各 IP アドレスを使用して、SRX5800 サービス ゲートウェイの

fxp0 インターフェースで帯域外管理を設定する必要があります。

user@host# set groups node0 system host-name SRX5800-1

user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.3.5.1/24

user@host# set groups node0 system backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0

user@host# set groups node1 system host-name SRX5800-2
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user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 10.3.5.2/24

user@host# set groups node1 system backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0

user@host# set apply-groups “${node}”

4. シャーシ クラスタ化の冗長グループを構成します。各ノードには、冗長グループにある

インターフェースがあります。そこではアクティブな冗長グループ内でインターフェース

がアクティブです（複数のアクティブなインターフェースが 1 つの冗長グループに存在

することができます）。制御プレーンと冗長グループ 1+ を制御する冗長グループ 0 は、

データ プレーンを制御し、データ プレーン ポートを含みます。アクティブ/パッシブ

モードを例にすると、1 つのシャーシ クラスタ メンバのみが一度にアクティブなので、

冗長グループ 0 と 1 のみを定義する必要があります。冗長グループの他に次も定義する

必要があります。

• 冗長イーサネット グループ—デバイスでアクティブになる冗長イーサネット インター

フェース（メンバ リンク）の数を設定し、システムが適切なリソースを割り当てるこ

とができるようにします。

• 制御プレーンおよびデータ プレーンの優位性—制御プレーンでどちらのデバイスに優位

性（シャーシ クラスタに対するもので、高い方が優先されます）があるか、どちらの

デバイスがデータ プレーンでアクティブになるように優先されるかを定義します。

注: アクティブ/パッシブまたはアクティブ/アクティブ モードでは、制御

プレーン（冗長グループ 0）はデータ プレーン（冗長グループ 1+ および

グループ）シャーシとは異なるシャーシでアクティブになることが可能で

す。しかしながら、この例では、制御プレーンおよびデータ プレーンを同

じシャーシ メンバでアクティブにすることを推奨します。トラフィックが

ファブリック リンクを経由して、もう一方のメンバ ノードに行く場合は、

待機時間が発生します（z ライン モード トラフィック）。

user@host# set chassis cluster reth-count 2

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 129

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 128

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 129

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 128

5. データ プレーンのフェールオーバー発生時に、他のシャーシ クラスタ メンバが接続を

円滑に引き継ぐことができるように、プラットフォームのデータ インターフェースを設

定します。新規のアクティブなノードへのシームレスな移行は、データ プレーン フェー

ルオーバーを併発します。制御プレーンのフェールオーバーの場合は、すべてのデーモン

が新しいノードで再開されるため、正常な再起動を有効にしてピア（ospf、bgp）との隣

接関係を失わないようにします。このことは、パケットを損失することなく、新しいノー

ドへの円滑な移行を促進します。
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以下の項目を定義する必要があります。

• reth インターフェースへのメンバ インタフェースのメンバ情報を定義する。

• どの冗長グループに reth インターフェースがメンバとして入るのかを定義します。こ

のアクティブ/パッシブの例では、常に 1 です。

• インターフェースの IP アドレス等の reth インターフェース情報を定義します。

user@host# set interfaces xe-6/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces xe-6/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces xe-18/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces xe-18/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 1.1.1.1/24

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 2.2.2.1/24

6. 障害発生の場合のシャーシ クラスタの動作を設定します。SRX5800 サービス ゲートウェ

イでは、フェールオーバーのしきい値は 255 に設定されています。ウェイトを変更する

ことで、シャーシのフェールオーバーへの影響を決定することができます。また、制御リ

ンク リカバリを設定する必要があります。リカバリがセカンダリ ノードに自動的に行わ

れ再起動する場合は、制御リンクに障害が発生しその後にオンラインに戻ります。ノード

0 にこれらのコマンドを入力します。

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-6/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-6/1/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-18/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-18/1/0 weight

255

user@host# set chassis cluster control-link-recovery

この手順で、SRX5800 サービス ゲートウェイのアクティブ パッシブ モードの例の一部

であるシャーシ クラスタ構成は完了します。この手順の残りは実装シナリオを完了する

ためのゾーン、仮想ルーター、ルーティング、EX8208 コア スイッチ、および MX240 エッ

ジ ルーターの構成方法が記載されています。
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7. reth インターフェースを適切なゾーンと仮想ルーターに接続するように設定します。こ

の例では、reth0 と reth1 インターフェースをデフォルトの仮想ルーター inet.0 に残

したままの状態にします。これには、追加の設定は必要ありません。

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces reth0.0

user@host# set security zones security-zone trust interfaces reth1.0

8. アクティブ/パッシブ モードの例では、簡易ネットワーク構成のため、静的ルートを使用

して他のネットワーク デバイスにルートする方法を定義します。

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 1.1.1.254

user@host# set routing-options static route 2.0.0.0/8 next-hop 2.2.2.254

9. EX8208 イーサネット スイッチでは、次のコマンドは適用する設定のアウトラインのみを

提供します。ここで、その設定が関連しているのは、SRX5800 サービス ゲートウェイの

ためのアクティブ/パッシブ モードの例（特に VLAN、ルーティングおよびインターフェー

ス設定）です。

user@host# set interfaces xe-1/0/0 unit 0 family ethernet-switching port-mode access

vlan members SRX5800

user@host# set interfaces xe-2/0/0 unit 0 family ethernet-switching port-mode access

vlan members SRX5800

user@host# set interfaces vlan unit 50 family inet address 2.2.2.254/24

user@host# set vlans SRX5800 vlan-id 50

user@host# set vlans SRX5800 l3-interface vlan.50

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 2.2.2.1/24

10. MX240 エッジ ルーターでは、次のコマンドは適用する構成のアウトラインのみを提供し

ます。この設定は、SRX5800 サービスゲート ウェイのアクティブ/パッシブ モードの例

に関連します。特に、スイッチの仮想スイッチ インスタンス内の IRB インターフェース

を使用する必要があります。

user@host# set interfaces xe-1/0/0 encapsulation ethernet-bridge unit 0 family bridge

user@host# set interfaces xe-2/0/0 encapsulation ethernet-bridge unit 0 family bridge

user@host# set interfaces irb unit 0 family inet address 1.1.1.254/24

user@host# set routing-options static route 2.0.0.0/8 next-hop 1.1.1.1

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop (上流ルーター)

user@host# set bridge-domains SRX5800 vlan-id X (“none”に設定可能)

user@host# set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge routing-interface irb.0
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user@host# set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge interface xe-1/0/0

user@host# set bridge-domains SRX5800 domain-type bridge interface xe-2/0/0

結果 動作モードで、show configuration コマンドを入力することによって設定を確定します。意図

している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正して

ください。

> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name SRX58001;

backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.3.5.1/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name SRX58002;

backup-router 10.3.5.254 destination 0.0.0.0/0;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 10.3.5.2/24;

}

}

}

}

}

}

apply-groups "${node}";

system {

root-authentication {

encrypted-password "$1$zTMjraKG$qU8rjxoHzC6Y/WDmYpR9r.";

}

name-server {

4.2.2.2;

}

services {

ssh {

root-login allow;

}

netconf {

ssh;

}

web-management {
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http {

interface fxp0.0;

}

}

}

}

chassis {

cluster {

control-link-recovery;

reth-count 2;

control-ports {

fpc 1 port 0;

fpc 13 port 0;

}

redundancy-group 0 {

node 0 priority 129;

node 1 priority 128;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 129;

node 1 priority 128;

interface-monitor {

xe–6/0/0 weight 255;

xe–6/1/0 weight 255;

xe–18/0/0 weight 255;

xe–18/1/0 weight 255;

}

}

}

}

interfaces {

xe–6/0/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

xe–6/1/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

xe–18/0/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

xe–18/1/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

ge–11/3/0;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {
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ge–23/3/0;

}

}

}

reth0 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 1.1.1.1/24;

}

}

}

reth1 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 2.2.2.1/24;

}

}

}

}

routing–options {

static {

route 0.0.0.0/0 {

next–hop 1.1.1.254;

}

route 2.0.0.0/8 {

next–hop 2.2.2.254;

}

}

}

security {

zones {

security–zone trust {

host–inbound–traffic {

system–services {

all;

}

}

interfaces {

reth0.0;

}

}

security–zone untrust {

interfaces {

reth1.0;

}

}

}

policies {

from–zone trust to–zone untrust {

policy 1 {

match {

source–address any;

destination–address any;

application any;

}
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then {

permit;

}

}

}

default–policy {

deny–all;

}

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ状態を確認する 1190ページ

• シャーシ クラスタ インターフェースを確認する 1190ページ

• シャーシ クラスタ統計を確認する 1191ページ

• シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する 1192ページ

• シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する 1192ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する 1192ページ

• ログを使用するトラブルシューティング 1193ページ

シャーシ クラスタ状態を確認する

目的 シャーシ クラスタ状態、フェールオーバー状態および冗長グループ情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 129 primary no no

node1 128 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 129 primary no no

node1 128 secondary no no

シャーシ クラスタ インターフェースを確認する

目的 シャーシ クラスタ インターフェースについての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces

Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:
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Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

reth1 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

xe-6/0/0 255 Up 1

xe-6/1/0 255 Up 1

xe-18/0/0 255 Up 1

xe-18/1/0 255 Up 1

シャーシ クラスタ統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ サービス、制御リンク統計（送受信済みのハートビート）、ファブリック

リンク統計（送受信済みの精査）、サービスに送受信済みの RTO の数についての情報を確認し

ます。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0
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シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ制御プレーン統計（送受信済みのハートビート）とファブリック リンク統

計（送受信済みの精査）についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

目的 サービスの送受信済みの RTO の数についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する

目的 クラスタの両方のノードの状態と優位性、プライマリ ノードがプレエンプトされたか、または

手動フェールオーバーが発生したかについての情報を確認します。
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アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-Group: 1, Failover count: 1

node0 100 primary no no

node1 50 secondary no no

ログを使用するトラブルシューティング

目的 これらのログを使用して、シャーシ クラスタの問題を識別します。両方のノードでこれらのロ

グを実行しなければなりません。

アクション 動作モードで、show log コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 1031ページのシャーシ クラスタの冗長グループについて•

• 1098ページのアクティブな SRX シリーズ シャーシ クラスタでのノード インターフェース

• 1164ページの例:シャーシ クラスタとしてのブランチに SRX シリーズ サービス ゲートウェイ

を設定する

IPsec トンネルを使用するアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備

• IPsec トンネルを使用するアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備について 1193ページ

• 例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する

（CLI） 1195ページ

• 例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する

（J-Web） 1209ページ

IPsec トンネルを使用するアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備について

この場合は、クラスタ内の 1 つのデバイスは IPsec で終端処理され、すべてのトラフィック

の処理に使用されます。もう一方のデバイスは障害が発生した場合にのみに使用されます（1194

ページの図115 を参照してください）。障害が発生した場合は、バックアップ デバイスがマス

タになり、すべての転送を制御します。
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図 115: IPsec トンネル シナリオを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ
クラスタ配備（SRX シリーズ デバイス）
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アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタは、同じ冗長グループに割り当てられたすべての冗

長イーサネット インターフェース（reths）を使用することにより実施可能です。ノード上の

アクティブ グループにあるいずれかのインターフェースに障害が起きた場合は、グループは非

アクティブになり、そのグループにあるすべてのインターフェースは他のノードにフェールオー

バーします。

この設定はサイト間の IPsec トンネルへの経路を提供し、トンネルの端点として使用される冗

長イーサネット インターフェースであるアクティブ/パッシブ クラスタで終端処理されます。

障害が発生した場合は、バックアップの SRX シリーズ デバイスにある冗長イーサネット イン

ターフェースはアクティブになり、強制的にトンネルが新しいアクティブな SRX シリーズデバ

イスで端点処理されるようにします。トンネル キーとセッション情報がシャーシ クラスタ メ

ンバ間で同期されるため、フェールオーバーはトンネルが再ネゴシエートすることを要求せず

にすべての確立されたセッションが維持されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1195ページの例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを

構成する（CLI）

• 1209ページの例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを

構成する（J-Web）

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について
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例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）

この例では、IPsec トンネルを使用した SRX シリーズ デバイスのアクティブ/パッシブのシャー

シ クラスタ化の構成方法を示します。

• 要件 1195ページ

• 概要 1195ページ

• 構成 1199ページ

• 確認 1206ページ

要件

始める前に、以下を行います。

• 同一ハードウェア構成をもつ 2 つの SRX5000 モデル、1 つの SRX210 エッジ ルータ、4 つ

の EX シリーズ イーサネット スイッチを用意します。

• 2 つのデバイスを実際に接続し（ファブリック ポートと制御ポートを対向に）、同じモデル

であることを確認します。SRX5000 系統のファブリック ポートと制御ポートの両方を設定す

ることができます。

• 2 つのデバイスをクラスタ モードに設定し、デバイスを再起動します。次の操作モード コ

マンドを両方のデバイスに入力する必要があります。例は以下の通りです。

• ノード 0：

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 0 reboot

• ノード 1：

user@host> set chassis cluster cluster-id 1 node 1 reboot

クラスタ ID は両方のデバイスで同一ですが、ノード ID は異なっている必要があります。

それは 1 つのデバイスがノード 0 でもう一方がノード 1 のためです。クラスタ ID の範囲

は 0 ～ 15 で、0 にセッテイするとクラスタ モードを無効にしていることになります。

1 つの L3 ブロードキャスト ドメインに複数の SRX シリーズ クラスタがある場合は、異な

るクラスタ ID を各クラスタに割り当てる必要があります。そうでない場合は、MAC アドレ

ス競合が発生します。

ここから先はクラスタ構成はノード メンバ間で同期され、2 つの別々のデバイスが 1 つのデ

バイスとして機能します。メンバ固有の設定（各メンバの管理ポートの IP アドレスなど）は

構成グループを使用して入力します。

概要

この例では、クラスタ内の 1 つのデバイスは IPsec トンネルで終端処理され、すべてのトラ

フィックの処理に使用されます。もう一方のデバイスは障害が発生した場合にのみに使用され

ます（1196ページの図116 を参照してください。）障害が発生した場合は、バックアップ デバイ

スがマスタになり、すべての転送を制御します。
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図 116: IPsec トンネル トポロジを使用したアクティブ/パッシブ シャーシ ク
ラスタ（SRX シリーズ デバイス）

この例では、グループ（apply-groups コマンドを使用した構成が適用されている）とシャーシ

クラスタ情報を構成します。IKE、IPsec、静的ルート、セキュリティ ゾーンおよびセキュリ

ティ ポリシ パラメータを設定することができます。1196ページの表112 ～ 1199ページの表118

を参照してください。)

表112: グループおよびシャーシ クラスタ構成パラメータ

構成パラメータ名称機能

• ホスト名:SRX5800-1

• インターフェース:fxp0

• ユニット 0

• 172.19.100.50/24

ノード 0グループ

• ホスト名:SRX5800-2

• インターフェース:fxp0

• ユニット 0

• 172.19.100.51/24

ノード 1
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表113: シャーシ クラスタ構成パラメータ

構成パラメータ名称機能

インターフェース:xe-5/3/0fab0ファブリック リンク

インターフェース:xe-17/3/0fab1

2–冗長イーサネット インターフェース

数

1000–ハートビート間隔

3–ハートビートしきい値

• 優位性:

• ノード 0： 254

• ノード 1： 1

0冗長グループ

• 優位性:

• ノード 0： 254

• ノード 1： 1

•

1

インターフェース監視

• xe-5/0/0

• xe-5/1/0

• xe-17/0/0

• xe-17/1/0

冗長親：reth1xe-5/1/0インターフェース

冗長親：reth1xe-5/1/0

冗長親：reth0xe-5/0/0

冗長親：reth0xe-17/0/0

冗長グループ： 1reth0

• ユニット 0

• 10.1.1.60/16

冗長グループ： 1reth1

• マルチポイント

• ユニット 0

• 10.10.1.1/30

st0
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表113: シャーシ クラスタ構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名称機能

• ユニット 0

• 10.10.1.1/30

表114: IKE 設定パラメータ

構成パラメータ名称機能

-proposal-set standardプロポーザル

• モード:メイン

• プロポーザル リファレンス：proposal-set standard

• IKE フェーズ 1 ポリシ認証方法：pre-shared-key ascii-text

preSharedポリシ

• IKE ポリシ リファレンス：perShared

• 外部インターフェース：reth0.0

• ゲートウェイ アドレス： 10.1.1.90

SRX210-1ゲートウェイ

表115: IPsec 構成パラメータ

構成パラメータ名称機能

–proposal-set standardプロポーザル

–stdポリシ

• IKE ゲートウェイ リファレンス:SRX210-1

• IPsec ポリシ リファレンス：std

• インターフェースへのバインド:st0.0

• VPN 監視：vpn-monitor optimized

• トンネルを確立する：establish-tunnels immediately

SRX210-1VPN

表116: 静的ルート構成パラメータ

構成パラメータ名称

Next hop: 10.2.1.10.0.0.0/0

Next hop: 10.10.1.210.3.0.0/16

表117: セキュリティ ゾーン構成パラメータ

構成パラメータ名称

• すべてのシステム サービスが許可されます。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• reth0.0 インターフェースはこのゾーンにバインドされます。

トラスト
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表117: セキュリティ ゾーン構成パラメータ （続き）

構成パラメータ名称

• すべてのシステム サービスが許可されます。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• reth1.0 インターフェースはこのゾーンにバインドされます。

アントラスト

• すべてのシステム サービスが許可されます。

• すべてのプロトコルが許可されます。

• st0.0 インターフェースはこのゾーンにバインドされます。

vpn

表118: セキュリティ ポリシ構成パラメータ

構成パラメータ名称目的

• 一致する基準：

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション:permit

任意このセキュリティ ポリシはトラスト ゾーンからアント

ラスト ゾーンへのトラフィックを許可します。

• 一致する基準：

• source-address any

• destination-address any

• application any

• アクション:permit

vpn-anyこのセキュリティ ポリシはトラスト ゾーンから vpn

ゾーンへのトラフィックを許可します。

構成

CLI 簡単構成 IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタ ペアを簡単に構成するに

は、次のコマンドをコピーし、CLI にペーストします。

{primary:node0}[edit]

set chassis cluster control-ports fpc 2 port 0

set chassis cluster control-ports fpc 14 port 0

set groups node0 system host-name SRX5800-1

set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 172.19.100.50/24

set groups node1 system host-name SRX5800-2

set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address 172.19.100.51/24

set apply-groups “${node}”

set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces xe-5/3/0

set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces xe-17/3/0

set chassis cluster reth-count 2

set chassis cluster heartbeat-interval 1000

set chassis cluster heartbeat-threshold 3

set chassis cluster node 0

set chassis cluster node 1

set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 254

set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 254

set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1
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set chassis cluster redundancy-group 1 preempt

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-5/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-5/1/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-17/0/0 weight 255

set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-17/1/0 weight 255

set interfaces xe-5/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces xe-17/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

set interfaces xe-5/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

set interfaces xe-17/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.1.1.60/16

set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

set interfaces reth1 unit 0 family inet address 10.2.1.60/16

set interfaces st0 unit 0 multipoint family inet address 10.10.1.1/30

set security ike policy preShared mode main

set security ike policy preShared proposal-set standard

set security ike policy preShared pre-shared-key ascii-text "juniper"## Encrypted password

set security ike gateway SRX210-1 ike-policy preShared

set security ike gateway SRX210-1 address 10.1.1.90

set security ike gateway SRX210-1 external-interface reth0.0

set security ipsec policy std proposal-set standard

set security ipsec vpn SRX210-1 bind-interface st0.0

set security ipsec vpn SRX210-1 vpn-monitor optimized

set security ipsec vpn SRX210-1 ike gateway SRX210-1

set security ipsec vpn SRX210-1 ike ipsec-policy std

set security ipsec vpn SRX210-1 establish-tunnels immediately

set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.2.1.1

set routing-options static route 10.3.0.0/16 next-hop 10.10.1.2

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone untrust interfaces reth1.0

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services all

set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

set security zones security-zone vpn host-inbound-traffic system-services all 144

set security zones security-zone vpn host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone vpn interfaces st0.0

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match destination-address

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match application any

set security policies from-zone trust to-zone vpn policy vpn-any then permit

ステップごとの手順 IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタのペアを構成するには、次

の操作を行います。

1. 制御ポートを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 2 port 0

user@host# set chassis cluster control-ports fpc 14 port 0

2. 管理インターフェースを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set groups node0 system host-name SRX5800-1
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user@host# set groups node0 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

172.19.100.50/24

user@host# set groups node1 system host-name SRX5800-2

user@host# set groups node1 interfaces fxp0 unit 0 family inet address

172.19.100.51/24

user@host# set apply-groups “${node}”

3. ファブリック インターフェースを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces fab0 fabric-options member-interfaces xe-5/3/0

user@host# set interfaces fab1 fabric-options member-interfaces xe-17/3/0

4. 冗長グループを構成します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set chassis cluster reth-count 2

user@host# set chassis cluster heartbeat-interval 1000

user@host# set chassis cluster heartbeat-threshold 3

user@host# set chassis cluster node 0

user@host# set chassis cluster node 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 0 priority 254

user@host# set chassis cluster redundancy-group 0 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 0 priority 254

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 node 1 priority 1

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 preempt

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-5/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-5/1/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-17/0/0 weight

255

user@host# set chassis cluster redundancy-group 1 interface-monitor xe-17/1/0 weight

255

5. 冗長イーサネット インターフェースを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces xe-5/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces xe-17/1/0 gigether-options redundant-parent reth1

user@host# set interfaces xe-5/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces xe-17/0/0 gigether-options redundant-parent reth0

user@host# set interfaces reth0 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth0 unit 0 family inet address 10.1.1.60/16

user@host# set interfaces reth1 redundant-ether-options redundancy-group 1

user@host# set interfaces reth1 unit 0 family inet address 10.2.1.60/16

6. IPsec パラメータを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set interfaces st0 unit 0 multipoint family inet address 10.10.1.1/30

user@host# set security ike policy preShared mode main

user@host# set security ike policy preShared proposal-set standard

user@host# set security ike policy preShared pre-shared-key ascii-text "juniper"##

Encrypted password

user@host# set security ike gateway SRX210-1 ike-policy preShared

user@host# set security ike gateway SRX210-1 address 10.1.1.90

user@host# set security ike gateway SRX210-1 external-interface reth0.0

user@host# set security ipsec policy std proposal-set standard
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user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 bind-interface st0.0

user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 vpn-monitor optimized

user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 ike gateway SRX210-1

user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 ike ipsec-policy std

user@host# set security ipsec vpn SRX210-1 establish-tunnels immediately

7. 静的ルートを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set routing-options static route 0.0.0.0/0 next-hop 10.2.1.1

user@host# set routing-options static route 10.3.0.0/16 next-hop 10.10.1.2

8. セキュリティ ゾーンを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic

system-services all

user@host# set security zones security-zone untrust host-inbound-traffic protocols

all

user@host# set security zones security-zone untrust interfaces reth1.0

user@host# set security zones security-zone trust host-inbound-traffic system-services

all

user@host# set security zones security-zone trust host-inbound-traffic protocols all

user@host# set security zones security-zone trust interfaces reth0.0

user@host# set security zones security-zone vpn host-inbound-traffic system-services

all

user@host# set security zones security-zone vpn host-inbound-traffic protocols all

user@host# set security zones security-zone vpn interfaces st0.0

9. セキュリティ ポリシを設定します。

{primary:node0}[edit]

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

source-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

destination-address any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone untrust policy ANY match

application any

user@host# set security policies from-zone trust to-zone vpn policy vpn-any then

permit

結果 動作モードで、show configuration コマンドを入力することによって設定を確定します。意図

している設定に出力が表示されない場合は、この例にある手順を繰り返して、設定を訂正して

ください。

簡略化のために、この show コマンド出力にはこの例に関連する設定のみを示しています。シ

ステムのその他の設定は、省略記号(...)で置き換えられています。

user@host> show configuration

version x.xx.x;

groups {

node0 {

system {

host-name SRX58001;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {
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family inet {

address 172.19.100.50/24;

}

}

}

}

}

node1 {

system {

host-name SRX58002;

}

interfaces {

fxp0 {

unit 0 {

family inet {

address 172.19.100.51/24;

}

}

}

}

}

}

apply-groups "${node}";

system {

root-authentication {

encrypted-password "$1$zTMjraKG$qU8rjxoHzC6Y/WDmYpR9r.";

}

}

chassis {

cluster {

reth-count 2;

heartbeat-interval 1000;

heartbeat-threshold 3;

control-ports {

fpc 2 port 0;

fpc 14 port 0;

}

redundancy-group 0 {

node 0 priority 254;

node 1 priority 1;

}

redundancy-group 1 {

node 0 priority 254;

node 1 priority 1;

preempt;

interface-monitor {

xe–6/0/0 weight 255;

xe–6/1/0 weight 255;

xe–18/0/0 weight 255;

xe–18/1/0 weight 255;

}

}

}

}

interfaces {

xe–5/0/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

xe–5/1/0 {
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gigether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

xe–17/0/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth0;

}

}

xe–17/1/0 {

gigether–options {

redundant–parent reth1;

}

}

fab0 {

fabric–options {

member–interfaces {

xe–5/3/0;

}

}

}

fab1 {

fabric–options {

member–interfaces {

xe–17/3/0;

}

}

}

reth0 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.1.1.60/16;

}

}

}

reth1 {

redundant–ether–options {

redundancy–group 1;

}

unit 0 {

family inet {

address 10.2.1.60/16;

}

}

}

st0 {

unit 0 {

multipoint;

family inet {

address 5.4.3.2/32;

}

}

}

}

routing–options {

static {

route 0.0.0.0/0 {

next–hop 10.2.1.1;
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}

route 10.3.0.0/16 {

next–hop 10.10.1.2;

}

}

}

security {

zones {

security–zone trust {

host–inbound–traffic {

system–services {

all;

}

}

interfaces {

reth0.0;

}

}

security–zone untrust

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

protocols {

all;

}

interfaces {

reth1.0;

}

}

security-zone vpn {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

}

protocols {

all;

}

interfaces {

st0.0;

}

}

}

policies {

from–zone trust to–zone untrust {

policy ANY {

match {

source–address any;

destination–address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from–zone trust to–zone vpn {
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policy vpn {

match {

source–address any;

destination–address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

}

}

デバイスの設定が完了後、設定モードで commit を入力します。

確認

設定が正常に作動していることを確認するには、次のタスクを実行します。

• シャーシ クラスタ状態を確認する 1206ページ

• シャーシ クラスタ インターフェースを確認する 1206ページ

• シャーシ クラスタ統計を確認する 1207ページ

• シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する 1208ページ

• シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する 1208ページ

• シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する 1208ページ

• ログを使用するトラブルシューティング 1209ページ

シャーシ クラスタ状態を確認する

目的 シャーシ クラスタ状態、フェールオーバー状態および冗長グループ情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster status コマンドを入力します。

{primary:node0}

show chassis cluster status

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy group: 0 , Failover count: 1

node0 0 primary no no

node1 254 secondary no no

Redundancy group: 1 , Failover count: 1

node0 0 primary yes no

node1 254 secondary yes no

シャーシ クラスタ インターフェースを確認する

目的 シャーシ クラスタ インターフェースを確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster interfaces コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster interfaces
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Control link name: fxp1

Redundant-ethernet Information:

Name Status Redundancy-group

reth0 Up 1

reth1 Up 1

Interface Monitoring:

Interface Weight Status Redundancy-group

xe-5/0/0 255 Up 1

xe-5/1/0 255 Up 1

xe-17/0/0 255 Up 1

xe-17/1/0 255 Up 1

シャーシ クラスタ統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ サービス、制御リンク統計（送受信済みのハートビート）、ファブリック

リンク統計（送受信済みの精査）、サービスに送受信済みの RTO の数についての情報を確認し

ます。

アクション 動作モードで、show chassis cluster statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0
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シャーシ クラスタ制御プレーン統計を確認する

目的 シャーシ クラスタ制御プレーン統計（送受信済みのハートビート）とファブリック リンク統

計（送受信済みの精査）についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster control-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster control-plane statistics

Control link statistics:

Control link 0:

Heartbeat packets sent: 258689

Heartbeat packets received: 258684

Heartbeat packets errors: 0

Fabric link statistics:

Probes sent: 258681

Probes received: 258681

Probe errors: 0

シャーシ クラスタ データ プレーン統計を確認する

目的 サービスの送受信済みの RTO の数についての情報を確認します。

アクション 動作モードで、show chassis cluster data-plane statistics コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster data-plane statistics

Services Synchronized:

Service name RTOs sent RTOs received

Translation context 0 0

Incoming NAT 0 0

Resource manager 6 0

Session create 161 0

Session close 148 0

Session change 0 0

Gate create 0 0

Session ageout refresh requests 0 0

Session ageout refresh replies 0 0

IPSec VPN 0 0

Firewall user authentication 0 0

MGCP ALG 0 0

H323 ALG 0 0

SIP ALG 0 0

SCCP ALG 0 0

PPTP ALG 0 0

RPC ALG 0 0

RTSP ALG 0 0

RAS ALG 0 0

MAC address learning 0 0

GPRS GTP 0 0

シャーシ クラスタ冗長グループ状態を確認する

目的 クラスタの両方のノードの状態と優位性、プライマリ ノードがプレエンプトされたか、または

手動フェールオーバーが発生したかについての情報を確認します。
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アクション 動作モードで、chassis cluster status redundancy-group コマンドを入力します。

{primary:node0}

user@host> show chassis cluster status redundancy-group 1

Cluster ID: 1

Node Priority Status Preempt Manual failover

Redundancy-Group: 1, Failover count: 1

node0 0 primary yes no

node1 254 secondary yes no

ログを使用するトラブルシューティング

目的 これらのログを使用して、シャーシ クラスタの問題を識別します。両方のノードでこれらのロ

グを実行しなければなりません。

アクション 動作モードで、show コマンドを入力します。

user@host> show log jsrpd

user@host> show log chassisd

user@host> show log messages

user@host> show log dcd

user@host> show traceoptions

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1193ページのIPsec トンネルを使用するアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備について

• 1209ページの例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを

構成する（J-Web）

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（J-Web）

1. クラスタを有効にします。1195ページの「例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブ

のシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 1 を参照してください。

2. 管理インターフェースを設定します。1195ページの「例:IPsec トンネルを使用してアクティ

ブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 2 を参照してくださ

い。

3. ファブリック インターフェースを設定します。1195ページの「例:IPsec トンネルを使用して

アクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 3 を参照して

ください。

4. 冗長グループを構成します。

• [Configure（構成）] > [System Properties（システム プロパティ）] > [Chassis

Cluster(シャーシ クラスタ)]を選択します。

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。
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冗長イーサネット インターフェース数： 2

ハートビート間隔: 1000

ハートビートしきい値: 3

ノード: 0

グループ番号： 0

優位性: 254

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

ノード: 0

グループ番号： 1

優位性: 254

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

ノード: 1

グループ番号： 0

優位性: 1

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

ノード: 1

グループ番号： 1

優位性: 1

プレエンプト：チェック ボックスを選択します。

インターフェース監視—インターフェース：xe-5/0/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

インターフェース監視—インターフェース：xe-5/1/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

インターフェース監視—インターフェース：xe-17/0/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

インターフェース監視—インターフェース：xe-17/1/0

インターフェース監視—ウェイト： 255

5. 冗長イーサネット インターフェースを設定します。
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• [Configure（構成）] > [System Properties（システム プロパティ）] > [Chassis

Cluster(シャーシ クラスタ)]を選択します。

• xe-5/1/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth1 を入力します。

• [Apply（適用）] をクリックします。

• xe-17/1/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth1 を入力します。

• [Apply（適用）] をクリックします。

• xe-5/0/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth0 を入力します。

• [Apply（適用）] をクリックします。

• xe-17/0/0 を選択します。

• 冗長親ボックスに reth0 を入力します。

• [Apply（適用）] をクリックします。

• 1195ページの「例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタの

ペアを構成する（CLI）」の手順 5 を参照してください。

6. IPsec 構成を設定します。1195ページの「例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブ

のシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 6 を参照してください。

7. 静的ルートを設定します。

• [Configure（設定）] > [Routing（ルーティング）] > [Static Routing（静的ルーティ

ング）] を選択します。

• [Add（追加）] をクリックします。

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

静的ルート アドレス： 0.0.0.0/0

ネクストホップ アドレス: 10.2.1.1

• 次の情報を入力し、[Apply（適用）] をクリックします。

静的ルート アドレス： 10.3.0.0/16

ネクストホップ アドレス: 10.10.1.2

8. セキュリティ ゾーンを設定します。1195ページの「例:IPsec トンネルを使用してアクティ

ブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 8 を参照してくださ

い。
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9. セキュリティ ポリシを設定します。1195ページの「例:IPsec トンネルを使用してアクティ

ブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを構成する（CLI）」の手順 9 を参照してくださ

い。

10. [OK] をクリックして、設定を確認し、キャンディデート設定として保存します。次に [Commit

Options（オプションの確定）] > [Commit（確定）] をクリックします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイスの Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1193ページのIPsec トンネルを使用するアクティブ/パッシブ シャーシ クラスタ配備について

• 1195ページの例:IPsec トンネルを使用してアクティブ/パッシブのシャーシ クラスタのペアを

構成する（CLI）

• 1097ページのシャーシ クラスタが有効になった場合に、想定されることについて

• 1030ページのシャーシ クラスタの形成について

シャーシ クラスタ化の制限

SRX シリーズまたは J シリーズ デバイスでシャーシ クラスタ化を定義するときには、以下の

制限にご注意ください。

• デバイスでシャーシ クラスタ化が有効になっている場合には、以下の機能はサポートされま

せん。

• MPLS および国際標準化機構（ISO）のプロトコル ファミリのパケットベースの転送。

• 設定可能なインターフェースに依存するあらゆる機能：

• lsq-0/0/0—マルチリンク ポイントツーポイント プロトコル（MLPPP）、マルチリンク

フレーム リレー（MLFR）および圧縮リアルタイム トランスポート プロトコル（CRTP）

を作動するリンク。

• gr-0/0/0—汎用ルーティング カプセル化およびトンネル化。

• ip-0/0/0—IP 対 IP（IP-IP）カプセル化。

• pd-0/0/0、pe/0/0/0 および mt-0/0/0—すべてのマルチキャスト プロトコル

• lt-0/0/0—リアルタイム パフォーマンス監視（RPM）

• WXC 統合サービス モジュール（WXC ISM 200）

• ISDN BRI

• レイヤ 2 イーサネット スイッチング

SRX100、SRX210、SRX220、および SRX240 デバイスの工場出荷時のデフォルト設定は自

動的にレイヤ 2 イーサネット スイッチングが有効になっています。これらのデバイス

での工場出荷時のデフォルト設定を使用する場合は、レイヤ 2 イーサネット スイッチ

ングはシャーシ クラスタ モードでは対応していません。シャーシ クラスタ化を有効に

する前に、イーサネット スイッチング設定を削除する必要があります。
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注意: イーサネット スイッチングが有効になると同時に、シャーシ クラス

タ化を有効にするように設定することには対応していません。このことを行

うと、ネットワークが不安定になり予期しない動作を引き起こすことになり

ます。

その他の SRX シリーズ デバイスおよびすべての J シリーズ デバイスのデフォルト設

定は、自動的にイーサネット スイッチングを有効にしません。しかし、イーサネット

スイッチングを有効にした場合は、これらのデバイスのクラスタ化を有効にする前に、

必ず無効にしてください。1113ページの「シャーシ クラスタ化を有効にする前に、SRX100、

SRX210、SRX220 および SRX240 デバイスのスイッチングを無効にする」を参照してくだ

さい。

• SRX シリーズ デバイスでは、SRX5600 および SRX5800 デバイスの 40 ポートの 1 ギガビッ

ト イーサネット I/O カード（IOC）の各 PIC にある 10 のポートのうち 2 つのみが同時に

IP アドレス監視を有効にすることができます。各 IOC に 4 つの PIC があるので、各 IOC

の合計 8 つのポートが監視されることを許可します。IP アドレス監視で 40 ポートの 1 ギ

ガビット イーサネット IOC にある各 PIC ポートを 2 つ以上設定する場合は、設定はでき

ますが、ログ エントリが生成され、IP アドレス監視の正確性と安定性は保証することがで

きません。この制限はその他の IOC またはデバイスには適用しません。

• SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 デバイスでは、IP アドレス監視は冗長イーサ

ネット インターフェース LAG または冗長イーサネット インターフェース LAG の子インター

フェースでは許可されません。

• SRX3000 および SRX5000 系統のシャーシ クラスタでは、画面統計データはプライマリ デバ

イスでのみ集計されます。

• J シリーズ デバイスでは、4 ポートのイーサネット PIM の高速イーサネット ポートはシャー

シ クラスタ内でファブリック リンクとして使用することができません。

• SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 デバイスでは、インサービス ソフトウェア

アップグレード(ISSU)はバージョンのダウングレードには対応していません。これは、ISSU

は 現在インストールされている Junos OS 以前のバージョンの ISSU インストールに対応し

ていないためです。

• SRX3400、SRX3600、SRX5600、および SRX5800 デバイスでは、IPsec VPN の IKE 外部イン

ターフェース設定での冗長イーサネット インターフェース（reth）のみに対応しています。

他のインターフェースのタイプを設定することができますが、IPsec VPN が作動しない場合

があります。
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第12部

ネットワーク アドレス変換

• ネットワーク アドレス変換 1217ページ
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第42章

ネットワーク アドレス変換

• NAT の概要 1217ページ

• NAT ウィザードを使って NAT を設定する 1218ページ

• NAT ルールセットおよびルールについて理解する 1218ページ

• 静的 NAT 1221ページ

• 宛先 NAT 1232ページ

• ソース NAT 1251ページ

• プロキシ ARP の設定（CLI 手順） 1301ページ

• NAT の設定の確認 1301ページ

NAT の概要

ネットワーク アドレス変換（NAT）とは、パケット ヘッダ内のネットワーク アドレス情報を

変更あるいは変換する技術です。パケット内のソースおよび宛先アドレスいずれか一方または

両方を変換することができます。NAT には、ポート番号のほかに IP アドレスの変換も含める

ことができます。

NAT は IP（バージョン 4）アドレス枯渇問題を解決する RFC 1631 で定義されています。それ

以来 NAT はファイアウォール、トラフィックのリダイレクト、負荷分散、ネットワークの移行

などに有効なツールであることがわかりました。

Juniper Networks デバイスでは、以下の NAT のタイプがサポートされています。

• 静的 NAT

• 宛先 NAT

• ソース NAT

NAT ウィザードを使用して NAT の基本設定を行うことができます。より高度な設定を行う場合

は、J-Web インターフェースあるいは CLI を使用します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1218ページのNAT ルールセットおよびルールについて理解する

• 1221ページの静的 NAT について理解する

• 1232ページの宛先 NAT について理解する
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• 1251ページのソース NAT について理解する

NAT ウィザードを使って NAT を設定する

NAT ウィザードを使用して NAT の基本設定を行うことができます。より高度な設定を行う場合

は、J-Web インターフェースあるいは CLI を使用します。

NAT ウィザードを使って NAT を設定するには、次を実行します。

1. J-Web インターフェイスで Configure>Wizards>NAT Wizard を選択します。

2. Launch NAT Wizard ボタンをクリックします。

3. ウィザードの指示に従います。

ウィザード ページの左上は、現在設定プロセスのどの時点にいるかが表示されます。ページの

右下にはフィールド センシティブ ヘルプが表示されます。Resources の見出しの下のリンク

をクリックすると、ブラウザ内でドキュメントが開きます。ドキュメントが新しいタブで開い

た場合、ドキュメントを閉じる際、ブラウザ ウィンドウではなく、そのタブだけを閉じるよう

注意してください。

NAT ルールセットおよびルールについて理解する

NAT プロセスは、NAT ルールセットおよびルールの調査が中心となっています。ルールセット

は、処理するトラフィックの全般的な方向を決定します。たとえばルールセットは、特定のイ

ンターフェースからあるいは特定のゾーンまでの、トラフィックを選択できます。ルールセッ

トは、複数のルールを含むことができます。特定のトラフィックに一致するルールセットが見

つかったら、そのルールセット内の各ルールと一致するかどうかが調査されます。ルールセッ

ト内の各ルールは、一致させるトラフィックと、トラフィックがルールに一致したときにとる

アクションを指定します。

このトピックは以下のセクションを含んでいます。

• NAT ルールセット 1218ページ

• NAT ルール 1219ページ

• ルールの処理 1220ページ

NAT ルールセット

ルールセットは、トラフィックの一般的な一致条件のセットを定義します。静的 NAT および宛

先 NAT については、ルールセットは以下のいずれかを定義します。

• ソース インターフェース

• ソース ゾーン

• ソース ルーティング インスタンス

ソース NAT のルールセットについては、ソースと宛先の両方の条件を設定します。

• ソース インターフェース、ゾーン、あるいはルーティング インスタンス
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• 宛先インターフェース、ゾーン、あるいはルーティング インスタンス

パケットは複数のルールセットと一致する可能性があります。この場合、より一致しているルー

ルセットが使用されます。インターフェースの一致はゾーンの一致よりも限定的であると考え

られ、ゾーンの一致はルーティング インスタンスの一致よりも限定的であると考えられます。

パケットが、ソース ゾーンを指定する宛先 NAT ルールセットとソース インターフェースを指

定する宛先 NAT ルールセットの両方に一致する場合、ソース インターフェースを指定するルー

ルセットがより一致しています。

ソース NAT のルールセットのマッチングは、ソースと宛先の両方の条件を指定するため、より

複雑です。パケットが複数のソース NAT のルールセットに一致する場合、ルールセットは以下

のソースあるいは宛先条件に基づいて選択されます（優先順）：

1. ソース インターフェース/宛先インターフェース

2. ソース ゾーン/宛先インターフェース

3. ソース ルーティング インスタンス/宛先インターフェース

4. ソース インターフェース/宛先ゾーン

5. ソース ゾーン/宛先ゾーン

6. ソース ルーティング インスタンス/宛先ゾーン

7. ソース インターフェース/宛先ルーティング インスタンス

8. ソース ゾーン/宛先ルーティング インスタンス

9. ソース ルーティング インスタンス/宛先ルーティング インスタンス

たとえばソース インターフェースと宛先ゾーンを指定するルールセット A、そしてソース ゾー

ンと宛先インターフェースを指定するルールセット B を設定できます。パケットが両方のルー

ルセットに一致する場合、ルールセット B がより一致しています。

注: ソース NAT ルールセットに対し、同じソースおよび宛先条件を指定することは

できません。

NAT ルール

トラフィックに一致するルールセットが見つかったら、そのルールセット内の各ルールと一致

するかどうかが調査されます。以下のパケット情報が NAT ルールに一致する可能性がありま

す。

• 宛先アドレス（静的 NAT のみ）

• ソースおよび宛先アドレス（宛先およびソース NAT）

• 宛先ポート（宛先およびソース NAT）

ルールセット内のルールは、トラフィックに最初に一致したものが使用されます。パケットが

セッション確立中にルールセット内のルールに一致すると、そのルールで指定されたアクショ

ンに従ってトラフィックが処理されます。
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ルールの処理

NAT ルールが処理される順番は、NAT の種類によって決まります。最初のパケットの処理中に

NAT ルールが以下の順番で適用されます。

1. 静的 NAT ルール

2. 宛先 NAT ルール

3. ルート ルックアップ

4. セキュリティ ポリシ ルックアップ

5. 静的 NAT ルールの逆マッピング

6. ソース NAT ルール

1220ページの図117 は NAT ルールの処理の順番を示しています。

図 117: NAT ルール処理
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静的 NAT および宛先 NAT ルールは、ルートおよびセキュリティ ポリシ ルックアップの前に

処理されます。静的 NAT ルールは宛先 NAT ルールに優先します。静的 NAT ルールの逆マッピ

ングはルートおよびセキュリティ ポリシ ルックアップの後に実行され、ソース NAT ルールに

優先します。ソース NAT ルールはルートおよびセキュリティ ポリシ ルックアップの後、そし

て静的 NAT ルールの逆マッピングの後に処理されます。

ルールおよびルールセットの設定は、各 NAT の種類（ソース、宛先、あるいは静的）に対して

基本的に同じです。宛先および静的 NAT の両方がルート ルックアップの前に処理されるため、

ルールセットに宛先ゾーン、インターフェース、あるいはルーティング インスタンスを指定す

ることはできません。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1217ページのNAT の概要

• 1222ページの静的 NAT の設定の概要

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

• 1256ページのソース NAT 設定の概要
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静的 NAT

• 静的 NAT について理解する 1221ページ

• 静的 NAT ルールについて理解する 1221ページ

• 静的 NAT の設定の概要 1222ページ

• 静的 NAT の設定例 1222ページ

静的 NAT について理解する

静的 NAT は、ある IP サブネットから別の IP サブネットへの 1対1 のマッピングを定義しま

す。マッピングには、宛先 IP アドレス一方向変換とソース IP アドレス逆方向変換が含まれ

ます。NAT デバイスからの変換前の宛先アドレスは仮想ホスト IP アドレスで、マッピング先

のアドレスが実際のホスト IP アドレスです。

静的 NAT では、接続はネットワークのいずれの側からも始まることができますが、変換は 1対

1 または同サイズのアドレス ブロック間に制限されます。各プライベート アドレスに対して

パブリック アドレスを割り当てる必要があります。アドレス プールは必要ありません。

注: 変換前の宛先アドレスは、ソースおよび宛先 NAT プール内の他のアドレスと同

様に、同じルーティング インスタンス内で重複することはできません。

静的 NAT はポート アドレス変換（PAT）を実行せず、アドレス プールが必要ありません。

NAT ルール ルックアップでは、静的 NAT ルールが宛先 NAT ルールに優先し、静的 NAT ルー

ルの逆マッピングがソース NAT ルールに優先します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1222ページの静的 NAT の設定の概要

• 1222ページの例:単一アドレス変換に対する静的 NAT を設定する

• 1227ページの例:サブネット変換に対する静的 NAT を設定する

• 1217ページのNAT の概要

• 1221ページの静的 NAT ルールについて理解する

静的 NAT ルールについて理解する

静的 NAT ルールは一致条件の 2つのレイヤを指定します。

• トラフィックの方向—インターフェースから、ゾーンから、あるいはルーティング インスタンス

からを指定できます。

• パケット情報—宛先 IP アドレス

複数の静的 NAT ルールが一致条件に当てはまる場合、最も限定的なルールが選ばれます。たと

えばルール A および B が同じソースおよび宛先 IP アドレスを指定しているが、ルール A が

ゾーン 1 からのトラフィック、ルール B がインターフェース ge-0/0/0 からのトラフィックを
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指定している場合、静的 NAT の実行にはルール B が使用されます。インターフェースの一致

はゾーンの一致よりも限定的であると考えられ、ゾーンの一致はルーティング インスタンスの

一致よりも限定的であると考えられます。

静的 NAT ルールのアクションに対しては、変換後のアドレスと元のルーティング インスタン

スを指定します。

NAT ルックアップでは、静的 NAT ルールが宛先 NAT ルールに優先し、静的 NAT ルールの逆

マッピングがソース NAT ルールに優先します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1221ページの静的 NAT について理解する

• 1222ページの静的 NAT の設定の概要

• 1222ページの例:単一アドレス変換に対する静的 NAT を設定する

• 1227ページの例:サブネット変換に対する静的 NAT を設定する

• 1218ページのNAT ルールセットおよびルールについて理解する

静的 NAT の設定の概要

静的 NAT の主な設定タスクは次のとおりです。

1. ネットワークおよびセキュリティ要件にそって静的 NAT ルールを設定します。

2. イングレス インターフェースの同じサブネット内にある IP アドレスに対し、NAT プロキ

シ ARP エントリを設定します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1221ページの静的 NAT について理解する

• 1301ページのプロキシ ARP の設定（CLI 手順）

• 1222ページの例:単一アドレス変換に対する静的 NAT を設定する

• 1227ページの例:サブネット変換に対する静的 NAT を設定する

• 1301ページのNAT の設定の確認

静的 NAT の設定例

• 例：単一アドレス変換に対する静的 NAT を設定する 1222ページ

• 例：サブネット変換に対する静的 NAT を設定する 1227ページ

例：単一アドレス変換に対する静的 NAT を設定する

この例は、単一のプライベート アドレスからパブリック アドレスへの静的 NAT マッピングの

設定方法について説明しています。

• 要件 1223ページ

• 概要 1223ページ
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• 設定 1225ページ

• 確認 1227ページ

要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1224ペー

ジの図118では、Untrust ゾーンのデバイスが、パブリック アドレス 1.1.1.200/32 経由で

Trust ゾーンのサーバーにアクセスしています。宛先 IP アドレス 1.1.1.200/32 で Untrust

ゾーンから Juniper Networks のセキュリティ デバイスに入るパケットに対し、宛先 IP アド

レスがプライベート アドレス 192.168.1.200/32 に変換されています。サーバーから始まる新

しいセッションに対しては、送信パケットのソース IP アドレスがパブリック アドレス

1.1.1.200/32 に変換されます。
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図 118: 静的 NAT 単一アドレス変換
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この例は以下の設定について説明しています。

• 宛先アドレス 1.1.1.200/32 の Untrust ゾーンからのパケットに一致するルール r1 を含む

静的 NAT ルールセット rs1。一致するパケットについて、宛先 IP アドレスがプライベート

アドレス 192.168.1.200/32 に変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス 1.1.1.200 に対するプロキシ ARP。これによっ

て Juniper Networks セキュリティ デバイスが、そのアドレスに対しインターフェース上で

受信された ARP リクエストに応答できます。

• 192.168.1.200 サーバーのトラフィック送受信を許可するセキュリティ ポリシ。
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設定

CLI 簡単構成 プライベート アドレスからパブリック アドレスへの静的 NAT マッピングをすばやく設定する

には、以下のコマンドをコピーして CLI にペーストします。

[edit]

set security nat static rule-set rs1 from zone untrust

set security nat static rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

set security nat static rule-set rs1 rule r1 then static-nat prefix 192.168.1.200/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

set security zones security-zone trust address-book address server-1 192.168.1.200/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match source-address

server-1

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all then permit

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

プライベート アドレスからパブリック アドレスへの静的 NAT マッピングを設定するには、次

を実行します。

1. 静的 NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set rs1 from zone untrust

2. パケットに一致し、パケット内の宛先アドレスをプライベート アドレスに変換するルー

ルを設定します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then static-nat prefix 192.168.1.200/32

3. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200

4. サーバーの IP アドレスに対し Trust ゾーンにアドレス帳エントリを設定します。

[edit security]

user@host# set zones security-zone trust address-book address server-1

192.168.1.200/32

5. Untrust ゾーンから Trust ゾーンのサーバーへのトラフィックを許可する、セキュリティ

ポリシを設定します。
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[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy server-access match source-address any destination-address

server-1 application any

user@host# set policy server-access then permit

6. Trust ゾーンのサーバーから Untrust ゾーンへのすべてトラフィックを許可する、セキュ

リティ ポリシを設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-all match source-address server-1 destination-address

any application any

user@host# set policy permit-all then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

static {

rule-set rs1 {

from zone untrust;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.200/32;

}

then {

static-nat prefix 192.168.1.200/32;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy permit-all {

match {

source-address server-1;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy server-access {

match {

source-address any;
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destination-address server-1;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT の設定を確認する 1227ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1227ページ

静的 NAT の設定を確認する

目的 静的 NAT ルールセットに一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static rule コマンドを入力します。ルールに一致するトラ

フィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1221ページの静的 NAT について理解する

• 1222ページの静的 NAT の設定の概要

• 1227ページの例:サブネット変換に対する静的 NAT を設定する

例：サブネット変換に対する静的 NAT を設定する

この例は、プライベート サブネット アドレスからパブリック サブネット アドレスへの静的

NAT マッピングの設定方法について説明しています。

注: 静的 NAT マッピングに対するアドレス ブロックは、サイズが同じである必要

があります。

• 要件 1228ページ

• 概要 1228ページ
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• 設定 1230ページ

• 確認 1232ページ

要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1229ペー

ジの図119では、Untrust ゾーンのデバイスが、パブリック サブネット アドレス 1.1.1.200/24

経由で Trust ゾーンのデバイスにアクセスしています。宛先 IP アドレス 1.1.1.200/24 サブ

ネットで Untrust ゾーンから Juniper Networks のセキュリティ デバイスに入るパケットに

対しては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 192.168.1.200/24 サブネットに変換さ

れます。192.168.1.0/24 サブネットから始まる新しいセッションに対しては、送信パケットの

ソース IP アドレスがパブリック 1.1.1.200/24 サブネット上のアドレスに変換されます。
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図 119: 静的 NAT サブネット変換

Trust
zone

ge-0/0/0
1.1.1.0/24

ge-1/0/0
192.168.1.0/24

SRX Series device

Untrust
zone Internet

Public address
space

Private address
space 192.168.1.0/24

Original Destination IP Translated Destination IP

1.1.1.0/24 192.168.1.0/24

g030664

この例は以下の設定について説明しています。

• 1.1.1.0/24 サブネットの宛先 IP アドレスでインターフェース ge-0/0/0.0 で受信されたパ

ケットに一致するルール r1 を含む静的 NAT ルールセット rs1。一致するパケットについ

て、宛先 IP アドレスが 192.168.1.0/24 サブネットのアドレスに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス範囲 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.249/32 に対するプ

ロキシ ARP。これによって Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これらアドレスに

対しインターフェース上で受信された ARP リクエストに応答できます。アドレス 1.1.1.250/32

はインターフェース自体に割り当てられるため、このアドレスはプロキシ ARP 構成には含ま

れません。

• 192.168.1.0/24 サブネットのトラフィック送受信を許可するセキュリティ ポリシ。
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設定

CLI 簡単構成 プライベート サブネット アドレスからパブリック サブネット アドレスへの静的 NAT マッピ

ングをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI にペーストします。

[edit]

set security nat static rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

set security nat static rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.0/24

set security nat static rule-set rs1 rule r1 then static-nat prefix 192.168.1.0/24

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.249/32

set security zones security-zone trust address-book address server-group 192.168.1.0/24

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match source-address

server-group

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all match application

any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy permit-all then permit

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-group

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

プライベート サブネット アドレスからパブリック サブネット アドレスへの静的 NAT マッピ

ングを設定するには、次を実行します。

1. 静的 NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

2. パケットに一致し、パケット内の宛先アドレスをプライベート サブネット内のアドレス

に変換するルールを設定します。

[edit security nat static]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.0/24

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then static-nat prefix 192.168.1.0/24

3. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.249/32

4. サブネットに対し Trust ゾーンにアドレス帳エントリを設定します。

[edit security]

user@host# set zones security-zone trust address-book address server-group

192.168.1.0/24

5. Untrust ゾーンから Trust ゾーンのサブネットへのトラフィックを許可する、セキュリ

ティ ポリシを設定します。
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[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy server-access match source-address any destination-address

server-group application any

user@host# set policy server-access then permit

6. Trust ゾーンのサブネットから Untrust ゾーンへのすべてトラフィックを許可する、セ

キュリティ ポリシを設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy permit-all match source-address server-group destination-address

any application any

user@host# set policy permit-all then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

static {

rule-set rs1 {

from interface ge-0/0/0.0;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.0/24;

}

then {

static-nat prefix 192.168.1.0/24;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.1/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy permit-all {

match {

source-address server-group;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy server-access {

match {

source-address any;
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destination-address server-group;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 静的 NAT の設定を確認する 1232ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1232ページ

静的 NAT の設定を確認する

目的 静的 NAT ルールセットに一致するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat static rule コマンドを入力します。ルールに一致するトラ

フィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1221ページの静的 NAT について理解する

• 1222ページの静的 NAT の設定の概要

• 1222ページの例:単一アドレス変換に対する静的 NAT を設定する

宛先 NAT

• 宛先 NAT について理解する 1232ページ

• 宛先 NAT アドレス プールについて理解する 1233ページ

• 宛先 NAT ルールについて理解する 1234ページ

• 宛先 NAT の設定の概要 1235ページ

• 宛先 NAT の設定例 1235ページ

宛先 NAT について理解する

宛先 NAT は、Juniper Networks デバイスに入るパケットの宛先 IP アドレスの変換です。宛

先 NAT は仮想ホスト（元の宛先 IP アドレスによって特定される）へのトラフィックを実際の
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ホスト（変換された宛先 IP アドレスによって特定される）へリダイレクトするのに使用しま

す。

注: 宛先 NAT が実行されると、宛先 IP アドレスが設定された宛先 NAT ルールに

従って変換され、続いてセキュリティ ポリシが適用されます。

宛先 NAT は、インカミング ネットワーク接続（たとえばインターネットからプライベート

ネットワークへ）に対してのみ接続の開始を許可します。通常宛先 NAT は、以下のアクション

を行うために使用されます。

• 単一 IP アドレスを別のアドレスに変換（たとえばインターネット上のデバイスに対し、プ

ライベート ネットワーク上のホストへの接続を許可）。

• 連続するアドレスのブロックを同じサイズの別のアドレス ブロックに変換（たとえばサー

バーのグループへのアクセスを許可）。

• 宛先 IP アドレスおよびポートを別の宛先 IP アドレスおよびポートに変換（たとえばポー

トが異なる同じ IP アドレスを使って複数サーバーへのアクセスを許可）。

以下の種類の宛先 NAT がサポートされています。

• 元の宛先 IP アドレスをユーザー定義のプールからの IP アドレスに変換。この種の変換は

ポート（PAT）アドレス変換を含みません。元の宛先 IP アドレスの範囲がユーザー定義のア

ドレス プールのアドレス範囲よりも大きい場合、変換されていないパケットはすべて落とさ

れます。

• 元の宛先 IP アドレス（および元のポート番号）をユーザー定義のプールからの特定の IP

アドレス（およびポート番号）に変換。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

• 1235ページの例:単一アドレス変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1240ページの例:IP アドレスおよびポート変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1246ページの例:サブネット変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1217ページのNAT の概要

• 1233ページの宛先 NAT アドレス プールについて理解する

• 1234ページの宛先 NAT ルールについて理解する

宛先 NAT アドレス プールについて理解する

宛先 NAT アドレス プールに以下を指定します。

• 宛先 NAT アドレス プールの名前

• 宛先 アドレスまたはアドレス範囲
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注: ソース NAT、宛先 NAT、静的 NAT の NAT アドレスが 1つのルーティング イ

ンスタンス内で重複しないようにします。

• ポート転送に使用される宛先ポート

• プールが属するルーティング インスタンス（デフォルトはメイン inet.0 ルーティング イ

ンスタンス）。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1232ページの宛先 NAT について理解する

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

• 1235ページの例:単一アドレス変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1240ページの例:IP アドレスおよびポート変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1246ページの例:サブネット変換に対する宛先 NAT を設定する

宛先 NAT ルールについて理解する

宛先 NAT ルールは一致条件の 2つのレイヤを指定します。

• トラフィックの方向—インターフェースから、ゾーンから、あるいはルーティング インスタンス

からを指定できます。

• パケット情報—ソース IP アドレス、宛先 IP アドレスまたはサブネット、または単一の宛先

ポート番号。

複数の宛先 NAT ルールが一致条件に当てはまる場合、最も限定的なルールが選ばれます。たと

えばルール A および B が同じソースおよび宛先 IP アドレスを指定しているが、ルール A が

ゾーン 1 からのトラフィック、ルール B がインターフェース ge-0/0/0 からのトラフィックを

指定している場合、宛先 NAT の実行にはルール B が使用されます。インターフェースの一致

はゾーンの一致よりも限定的であると考えられ、ゾーンの一致はルーティング インスタンスの

一致よりも限定的であると考えられます。

宛先 NAT ルールに指定できるアクションは以下の通りです。

• off—宛先 NAT を実行しない

• pool—指定されたユーザー定義のアドレス プールを使って宛先 NAT を実行する

宛先 NAT ルールは、フローで処理された最初のパケット、あるいは ALG に対する高速パス内

のトラフィックに適用されます。宛先 NAT ルールは静的 NAT ルールの後、ソース NAT ルール

の前に処理されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1232ページの宛先 NAT について理解する

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

• 1235ページの例:単一アドレス変換に対する宛先 NAT を設定する
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• 1240ページの例:IP アドレスおよびポート変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1246ページの例:サブネット変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1218ページのNAT ルールセットおよびルールについて理解する

宛先 NAT の設定の概要

宛先 NAT の主な設定タスクは次のとおりです。

1. ネットワークおよびセキュリティ要件にそって宛先 NAT アドレス プールを設定します。

2. ネットワークおよびセキュリティ要件にそって静的 NAT ルールを設定します。

3. イングレス インターフェースの同じサブネット内にある IP アドレスに対し、NAT プロキ

シ ARP エントリを設定します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1232ページの宛先 NAT について理解する

• 1301ページのプロキシ ARP の設定（CLI 手順）

• 1235ページの例:単一アドレス変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1240ページの例:IP アドレスおよびポート変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1246ページの例:サブネット変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1301ページのNAT の設定の確認

宛先 NAT の設定例

• 例：単一アドレス変換に対する宛先 NAT を設定する 1235ページ

• 例：IP アドレスおよびポート変換に対する宛先 NAT を設定する 1240ページ

• 例：サブネット変換に対する宛先 NAT を設定する 1246ページ

例：単一アドレス変換に対する宛先 NAT を設定する

この例は、単一のパブリック アドレスからプライベート アドレスへの宛先 NAT マッピングの

設定方法について説明しています。

注: 静的 NAT でも、ある宛先 IP アドレスを別の宛先 IP アドレスにマッピングす

ることが可能です。静的 NAT マッピングではゲートウェイ デバイスのいずれの側

からも接続を確立できますが、宛先 NAT の場合は一方の側からのみ接続を確立でき

ます。ただし静的 NAT は、あるアドレスから別のアドレスへの変換、あるいは同じ

サイズのアドレス ブロック間の変換のみが可能です。

• 要件 1236ページ

• 概要 1236ページ
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• 設定 1238ページ

• 確認 1240ページ

要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1237ペー

ジの図120では、Untrust ゾーンのデバイスが、パブリック アドレス 1.1.1.200/32 経由で

Trust ゾーンのサーバーにアクセスしています。宛先 IP アドレス 1.1.1.200/32 で Untrust

ゾーンから Juniper Networks のセキュリティ デバイスに入るパケットに対し、宛先 IP アド

レスがプライベート アドレス 192.168.1.200/32 に変換されています。
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図 120: 宛先 NAT 単一アドレス変換
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この例は以下の設定について説明しています。

• IP アドレス 192.168.1.200/32 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-1。

• 1.1.1.0/32 の宛先 IP アドレスでインターフェース ge-0/0/0.0 から受信されたパケットに

一致するルール r1 を含む宛先 NAT ルールセット rs1。一致するパケットは、宛先アドレス

が dst-nat-pool-1 プールのアドレスに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス 1.1.1.200/32 に対するプロキシ ARP。これに

よって Juniper Networks セキュリティ デバイスが、そのアドレスに対しインターフェース

上で受信された ARP リクエストに応答できます。

• Untrust ゾーンから Trust ゾーンの変換された宛先 IP アドレスへのトラフィックを許可す

るセキュリティ ポリシ。
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設定

CLI 簡単構成 パブリック アドレスからプライベート アドレスへの宛先 NAT マッピングをすばやく設定する

には、以下のコマンドをコピーして CLI にペーストします。

[edit]

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

set security zones security-zone trust address-book address server-1 192.168.1.200/32

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

パブリック アドレスからプライベート アドレスへの宛先 NAT マッピングを設定するには、次

を実行します。

1. 宛先 NAT プールを作成します。

[edit security nat destination]

user@host# set pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.200/32

2. 宛先 NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

3. パケットに一致させ、宛先アドレスをプール内のアドレスに変換するルールを設定しま

す。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

4. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

5. サーバーに対し Trust ゾーンにアドレス帳エントリを設定します。

[edit security]

user@host# set zones security-zone trust address-book address server-1

192.168.1.200/32

6. Untrust ゾーンから Trust ゾーンのサーバーへのトラフィックを許可する、セキュリティ

ポリシを設定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]
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user@host# set policy server-access match source-address any destination-address

server-1 application any

user@host# set policy server-access then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

destination {

pool dst-nat-pool-1 {

address 192.168.1.200/32;

}

rule-set rs1 {

from interface ge-0/0/0.0;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.200/32;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-1;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy server-access {

match {

source-address any;

destination-address server-1;

application any;

}

then {

permit;

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit と入力します。
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確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 宛先 NAT プールの使用率について確認する 1240ページ

• 宛先 NAT ルールの使用について確認する 1240ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1240ページ

宛先 NAT プールの使用率について確認する

目的 宛先 NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat destination pool all コマンドを入力します。プールから

の IP アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェッ

クします。

宛先 NAT ルールの使用について確認する

目的 宛先 NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat destination rule all コマンドを入力します。ルールに一

致するトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1232ページの宛先 NAT について理解する

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

• 1240ページの例:IP アドレスおよびポート変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1246ページの例:サブネット変換に対する宛先 NAT を設定する

例：IP アドレスおよびポート変換に対する宛先 NAT を設定する

この例は、ポート番号に基づいた、パブリック アドレスからプライベート アドレスへの宛先

NAT マッピングの設定方法について説明しています。

• 要件 1241ページ

• 概要 1241ページ

• 設定 1243ページ

• 確認 1245ページ
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要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1242ペー

ジの図121では、Untrust ゾーンのデバイスが、ポート 80 または 8000 上のパブリック アド

レス 1.1.1.200 経由で Trust ゾーンのサーバーにアクセスしています。Untrust ゾーンから

Juniper Networks のセキュリティ デバイスに入るパケットは、次のようにプライベート アド

レスにマッピングされます。

• 宛先 IP アドレス 1.1.1.200 およびポート 80 が、プライベート アドレス 192.168.1.200

およびポート 80 に変換されます。

• 宛先 IP アドレス 1.1.1.200 およびポート 8000 が、プライベート アドレス 192.168.1.220

およびポート 8000 に変換されます。
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図 121: 宛先 NAT アドレスおよびポートの変換
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この例は以下の設定について説明しています。

• IP アドレス 192.168.1.200 ポート 80 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-1。

• IP アドレス 192.168.1.220 およびポート 8000 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-2。

• 宛先 IP アドレス 1.1.1.200 および宛先ポート 80 の Untrust ゾーンから受信されたパケッ

トに一致するルール r1 を含む宛先 NAT ルールセット rs1。一致するパケットは、宛先アド

レスが dst-nat-pool-1 プールのアドレスに変換されます。
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• ルール r2 を含む宛先 NAT ルールセット rs1 が、宛先 IP アドレス 1.1.1.200 および宛先

ポート 8000 の Untrust ゾーンから受信されたパケットに一致。一致するパケットは、宛先

IP アドレスおよびポートが dst-nat-pool-2 プールのアドレスおよびポートに変換されます。

• アドレス 1.1.1.200/32 に対するプロキシ ARPこれによって Juniper Networks セキュリティ

デバイスが、そのアドレスに対しインターフェース上で受信された ARP リクエストに応答で

きます。

• Untrust ゾーンから Trust ゾーンの変換された宛先 IP アドレスへのトラフィックを許可す

るセキュリティ ポリシ。

設定

CLI 簡単構成 パブリック アドレスからプライベート アドレスへの宛先 NAT マッピングをすばやく設定する

には、以下のコマンドをコピーして CLI にペーストします。

[edit]

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.200/32

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address port 80

set security nat destination pool dst-nat-pool-2 address 192.168.1.220/32

set security nat destination pool dst-nat-pool-2 address port 8000

set security nat destination rule-set rs1 from zone untrust

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-port 80

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

set security nat destination rule-set rs1 rule r2 match destination-address 1.1.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 rule r2 match destination-port 8000

set security nat destination rule-set rs1 rule r2 then destination-nat pool dst-nat-pool-2

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

set security zones security-zone trust address-book address server-2 192.168.1.220/32

set security zones security-zone tru address-book address server-1 192.168.1.200/32

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match

destination-address server-2

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access match application

any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy server-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

パブリック アドレスからプライベート アドレスへの宛先 NAT マッピングを設定するには、次

を実行します。

1. 宛先 NAT プールを作成します。

[edit security nat destination]

user@host# set pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.200 port 80

user@host# set pool dst-nat-pool-2 address 192.168.1.220 port 8000

2. 宛先 NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat destination]
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user@host# set rule-set rs1 from zone untrust

3. パケットに一致させ、宛先アドレスをプール内のアドレスに変換するルールを設定しま

す。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.200

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-port 80

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

4. パケットに一致させ、宛先アドレスをプール内のアドレスに変換するルールを設定しま

す。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r2 match destination-address 1.1.1.200

user@host# set rule-set rs1 rule r2 match destination-port 8000

user@host# set rule-set rs1 rule r2 then destination-nat pool dst-nat-pool-2

5. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

6. サーバー アドレスに対し Trust ゾーンにアドレス帳エントリを設定します。

[edit security]

user@host# set zones security-zone trust address-book address server-1

192.168.1.200/32

user@host# set zones security-zone trust address-book address server-2

192.168.1.220/32

7. Untrust ゾーンから Trust ゾーンのサーバーへのトラフィックを許可する、セキュリティ

ポリシを設定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy server-access match source-address any destination-address

[server-1 server-2] application any

user@host# set policy server-access then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

destination {

pool dst-nat-pool-1 {

address 192.168.1.200/32 port 80;

}

pool dst-nat-pool-2 {

address 192.168.1.220/32 port 8000;

}

rule-set rs1 {

from zone untrust;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.200/32;

destination-port 80;
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}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-1;

}

}

rule r2 {

match {

destination-address 1.1.1.200/32;

destination-port 8000;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-2;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone untrust to-zone trust {

policy server-access {

match {

source-address any;

destination-address [ server-1 server-2 ];

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 宛先 NAT プールの使用率について確認する 1245ページ

• 宛先 NAT ルールの使用について確認する 1246ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1246ページ

宛先 NAT プールの使用率について確認する

目的 宛先 NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat destination pool all コマンドを入力します。プールから

の IP アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェッ

クします。
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宛先 NAT ルールの使用について確認する

目的 宛先 NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat destination rule all コマンドを入力します。ルールに一

致するトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1232ページの宛先 NAT について理解する

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

• 1235ページの例:単一アドレス変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1246ページの例:サブネット変換に対する宛先 NAT を設定する

例：サブネット変換に対する宛先 NAT を設定する

この例は、パブリック サブネット アドレスからプライベート サブネット アドレスへの宛先

NAT マッピングの設定方法について説明しています。

注: 静的 NAT でも、アドレスをあるサブネットから別のサブネットにマッピングす

ることが可能です。静的 NAT マッピングではゲートウェイ デバイスのいずれの側

からも接続を確立できますが、宛先 NAT の場合は一方の側からのみ接続を確立でき

ます。ただし静的 NAT は、同じサイズのアドレス ブロック間の変換のみが可能で

す。

• 要件 1246ページ

• 概要 1247ページ

• 設定 1248ページ

• 確認 1250ページ

要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.1246

Junos OS セキュリティ設定ガイド



概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1247ペー

ジの図122では、Untrust ゾーンのデバイスが、パブリック サブネット アドレス 1.1.1.200/16

経由で Trust ゾーンのデバイスにアクセスしています。宛先 IP アドレス 1.1.1.200/16 サブ

ネットで Untrust ゾーンから Juniper Networks のセキュリティ デバイスに入るパケットに

対しては、宛先 IP アドレスがプライベート アドレス 192.168.1.200/24 サブネットに変換さ

れます。

図 122: 宛先 NAT サブネット変換
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この例は以下の設定について説明しています。

• IP アドレス 192.168.1.0/24 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-1。

• 1.1.1.0/16 サブネットの宛先 IP アドレスでインターフェース ge-0/0/0.0 から受信された

パケットに一致するルール r1 を含む宛先 NAT ルールセット rs1。一致するパケットは、宛

先アドレスが dst-nat-pool-1 プールのアドレスに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.62/32 に対するプロキシ

ARP。これらは 1.1.1.0/16 サブネットから変換されるべきホストの IP アドレスです。これ

によって Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これらアドレスに対しインターフェー

ス上で受信された ARP リクエストに応答できます。アドレス 1.1.1.63/32 はインターフェー

ス自体に割り当てられるため、このアドレスはプロキシ ARP 構成には含まれません。

1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.62/32 の範囲にないアドレスはネットワークに存在しないと考えられ、

変換されません。

• Untrust ゾーンから Trust ゾーンの変換された宛先 IP アドレスへのトラフィックを許可す

るセキュリティ ポリシ。

設定

CLI 簡単構成 パブリック サブネット アドレスからプライベート サブネット アドレスへの宛先 NAT マッピ

ングをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI にペーストします。

[edit]

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.0/24

set security nat destination rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.0/16

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.62/32

set security zones security-zone trust address-book address internal-net 192.168.1.0/24

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy internal-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy internal-access match

destination-address internal-net

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy internal-access match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy internal-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

パブリック サブネット アドレスからプライベート サブネット アドレスへの宛先 NAT マッピ

ングを設定するには、次を実行します。

1. 宛先 NAT プールを作成します。

[edit security nat destination]

user@host# set pool dst-nat-pool-1 address 192.168.1.0/24

2. 宛先 NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 from interface ge-0/0/0.0
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3. パケットに一致させ、宛先アドレスをプール内のアドレスに変換するルールを設定しま

す。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.0/16

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

4. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.62/32

5. プライベート サブネット アドレスに対し Trust ゾーンにアドレス帳エントリを設定し

ます。

[edit security]

user@host# set zones security-zone trust address-book address internal-net

192.168.1.0/24

6. Untrust ゾーンから Trust ゾーンのデバイスへのトラフィックを許可する、セキュリティ

ポリシを設定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy internal-access match source-address any destination-address

internal-net application any

user@host# set policy internal-access then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

destination {

pool dst-nat-pool-1 {

address 192.168.1.0/24;

}

rule-set rs1 {

from interface ge-0/0/0.0;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.0/16;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-1;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.62/32;

}

}

}

user@host# show security policies
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from-zone untrust to-zone trust {

policy internal-access {

match {

source-address any;

destination-address internal-net;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• 宛先 NAT プールの使用率について確認する 1250ページ

• 宛先 NAT ルールの使用について確認する 1250ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1250ページ

宛先 NAT プールの使用率について確認する

目的 宛先 NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat destination pool all コマンドを入力します。プールから

の IP アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェッ

クします。

宛先 NAT ルールの使用について確認する

目的 宛先 NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat destination rule all コマンドを入力します。ルールに一

致するトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1232ページの宛先 NAT について理解する

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

• 1235ページの例:単一アドレス変換に対する宛先 NAT を設定する

• 1240ページの例:IP アドレスおよびポート変換に対する宛先 NAT を設定する
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ソース NAT

• ソース NAT について理解する 1251ページ

• ソース NAT プール 1252ページ

• ソース NAT ルールについて理解する 1255ページ

• ソース NAT 設定の概要 1256ページ

• ソース NAT の設定例 1257ページ

• ソース NAT のポート ランダム化を無効にする（CLI 手順） 1294ページ

• パーシステント NAT 1294ページ

ソース NAT について理解する

ソース NAT は、Juniper Networks デバイスから出るパケットのソース IP アドレスの変換で

す。ソース NAT は、プライベート IP アドレスを持つホストに対しパブリック ネットワーク

へのアクセスを許可するのに使用します。

ソース NAT は、アウトゴーイング ネットワーク接続（たとえばプライベート ネットワークか

らインターネットへ）に対してのみ接続の開始を許可します。通常ソース NAT は、以下の変換

を行うために使用されます。

• 単一 IP アドレスを別のアドレスに変換（たとえばプライベート ネットワーク内の単一のデ

バイスにインターネットへのアクセスを提供）。

• 連続するアドレスのブロックを同じサイズの別のアドレス ブロックに変換

• 連続するアドレスのブロックを同様のサイズの別のアドレス ブロックに変換

• 連続するアドレスのブロックを、ポート変換を使って単一の IP アドレスまたはサイズがよ

り小さいアドレス ブロックに変換

• 連続するアドレスのブロックを外側のインターフェースのアドレスに変換

egress インターフェースのアドレスへの変換にはアドレス プールは必要ありません。他のす

べてのソース NAT 変換ではアドレス プールの設定が必要です。同じサイズのアドレス ブロッ

クの1対1 および多対多の変換は、変換されるすべてのアドレスに対しプール内にアドレスが存

在するため、ポート変換は必要ありません。

アドレス プールのサイズが変換されるアドレスの数よりも小さい場合、変換可能な同時アドレ

スの合計数がアドレス プールのサイズによって制限されるか、ポート変換を使用する必要があ

ります。たとえば 253個のアドレスのブロックが 10個のアドレスのアドレス プールに変換さ

れる場合、ポート変換を使用しなければ、同時に接続できるデバイスは最高 10台となります。

以下の種類のソース NAT がサポートされています。

• 元のソース IP アドレスの egress インターフェースの IP アドレス（インターフェース NAT

とも呼ばれる）への変換ポート アドレス変換は常に実行されます。

• 元のソース IP アドレスを、ポート アドレス変換なしにユーザー定義のアドレス プールか

らの IP アドレスに変換元のソース IP アドレスと変換されたソース IP アドレス間の関連

は動的です。しかしいったん関連が生じると、同じ NAT ルールに一致する新しいトラフィッ

クの元の同じソース IP アドレス対して、同じ関連が使用されます。
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• 元のソース IP アドレスを、ポート アドレス変換有りでユーザー定義のアドレス プールか

らの IP アドレスに変換元のソース IP アドレスと変換されたソース IP アドレス間の関連

は動的です。関連が生じている場合でも、同じ NAT ルールに一致する新しいトラフィックに

ついて、同じソース IP アドレスを別のアドレスに変換することができます。

• 元のソース IP アドレスを、IP アドレス シフティングによって、ユーザー定義のアドレス

プールからの IP アドレスに変換これは 1対1、静的、ポート アドレス変換なしの変換です。

元のソース IP アドレスの範囲がユーザー定義のプールのアドレス範囲よりも大きい場合、

変換されていないパケットは落とされます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1252ページのソース NAT プールについて理解する

• 1255ページのソース NAT ルールについて理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

• 1217ページのNAT の概要

ソース NAT プール

• ソース NAT プールについて理解する 1252ページ

• PAT 有りのソース NAT プールについて理解する 1253ページ

• PAT なしのソース NAT プールについて理解する 1254ページ

• アドレス シフティング有りのソース NAT プールについて理解する 1254ページ

• パーシステント アドレスについて理解する 1255ページ

ソース NAT プールについて理解する

ソース NAT アドレス プールに以下を指定します。

• ソース NAT アドレス プールの名前

• 最高 8個のアドレス、またはアドレスの範囲

注: ソース NAT、宛先 NAT、静的 NAT の NAT アドレスが 1つのルーティング イ

ンスタンス内で重複しないようにします。

• プールが属するルーティング インスタンス（デフォルトはメイン inet.0 ルーティング イ

ンスタンス）。

• ポート変換なし（オプション）—デフォルトではポート アドレス変換がソース NAT で実行さ

れます。port no-translation のオプションを選んだ場合、ソース NAT プールがサポートで

きるホストの数がプール内のアドレスの数に制限されます。

• オーバーフロー プール（オプション）—指定のソース NAT プールに利用できるアドレスがな

い場合、パケットが落とされます。port no-translation オプションが設定されているときに

これが起きないようにするには、オーバーフロー プールを指定します。元のソース NAT プー

ルからのアドレスがなくなったら、IP アドレスとポート番号がオーバーフロー プールから

割り当てられます。ユーザー定義のソース NAT プールあるいは egress インターフェースを
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オーバーフロー プールとして使用できます。(オーバーフロー プールを使用すると、プール

ID がアドレスとともに返されます。）

• IP アドレス シフティング（オプション）—IP アドレスをシフティングすることによって、

ソース IP アドレスの範囲を別のIP アドレスの範囲にマッピングできます。host-address-base

オプションを元のソース IP アドレスの範囲のベース アドレスで指定します。

ソース NAT に raise-threshold オプションが設定されていると、ソース NAT プールの使用率

がしきい値を超えた場合、SNMP トラップがトリガされます。clear-threshold オプションが設

定されていると、ソース NAT プールの使用率がしきい値を下回った場合、SNMP トラップがト

リガされます。clear-threshold が設定されていない場合、デフォルトで raise-threshold の値

の 80% に設定されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

• 1253ページのPAT 有りのソース NAT プールについて理解する

• 1254ページのPAT なしのソース NAT プールについて理解する

• 1254ページのアドレス シフティング有りのソース NAT プールについて理解する

• 1255ページのパーシステント アドレスについて理解する

PAT 有りのソース NAT プールについて理解する

ポート アドレス変換（PAT）有りのソースを使用すると、Junos OS はパケットのソース IP ア

ドレスとポート番号の両方を変換します。PAT を使用している場合、複数のホストが同じ IP

アドレスを共有することができます。

Junos OS は割り当てられたポート番号のリストを保持することによって、どのセッションがど

のホストに属するかを識別しています。PAT を有効にした場合、1つの IP アドレスを最大

64,500台のホストで共有できます。ソース プールには、複数の IP アドレス、IP アドレスの

複数の範囲、またはそのどちらも含めることができます。PAT を有効にしたソースに対し、Junos

OS は、異なる同時セッションの 1台のホストにたいし、異なるアドレスを割り当てることがで

きます。ただしソース プールあるいは Junos OS でパーシステント アドレス機能が有効な場

合はその限りではありません。

インターフェース ソース プールおよび PAT が有効なソースに対して、IP アドレスごとのポー

ト番号マッピングに範囲（1024, 65535）が利用できます。範囲（1024, 65535）内で一度に 1

つのポートが割り当てられます。範囲（63488, 65535）内では、SIP、H.323、RTSP 等の RTP/RTCP

アプリケーションに対し、一度に 2つのポートが割り当てられます。

ホストがネットワークアドレス変換を必要とするポリシに適合するいくつかのセッションを開

始し、PAT が有効なソース プールからアドレスを割り当てられると、デバイスは各セッション

に対して異なるソース IP アドレスを割り当てます。そのようなランダムなアドレスの割り当

ては、各セッションに同じソース IP アドレスを必要とする複数のセッションを作成するサー

ビスでは問題となることがあります。たとえば、AIM（AOL インスタントメッセージ）クライア

ントの使用時には、複数セッションに同じ IP アドレスを持つことが重要です。
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ルーターが確実に、ソース プールから同じ IP アドレスを並行している複数セッションのホス

トに割り当てるようにするには、ルーターごとにパーシステント IP アドレスを有効にするこ

とができます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1255ページのパーシステント アドレスについて理解する

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1252ページのソース NAT プールについて理解する

• 1261ページの例:単一アドレス変換に対するソース NAT を設定する

• 1265ページの例:PAT 有りの複数のアドレスに対しソース NAT を設定する

• 1276ページの例:アドレス シフティング有りのソース NAT を設定する

• 1280ページの例:複数ルールでソース NAT を設定する

• 1287ページの例:ソースおよび宛先 NAT 変換を設定する

PAT なしのソース NAT プールについて理解する

ソース プールを定義すると、Junos OS によってデフォルトで PAT が有効になります。PAT を

無効にするには、ソース プールを定義するときにポート変換を指定しないようにします。

PAT なしでソース プールを使用すると、Junos OS はソース ポート番号に対して PAT を実行

せずに、IP アドレスに対しソース ネットワーク アドレス変換を行います。特定のソース ポー

ト番号を固定する必要があるアプリケーションに対しては、PAT なしでソース プールを使用す

る必要があります。

ソース プールには、複数の IP アドレス、IP アドレスの複数の範囲、またはそのどちらも含

めることができます。PAT なしのソース プールについては、Junos OS は変換された 1つのソー

ス アドレスを、同じホスト上で並行して動作するセッションに対して割り当てます。

PAT なしのソース プールそれぞれについて、プールの使用率が算出されます。アラームのしき

い値を設定することによって、プール使用率アラームをオンにできます。プール使用率がしき

い値を超えるか下回った場合、SNMP トラップがトリガされます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1270ページの例:PAT なしの複数のアドレスに対しソース NAT を設定する

• 1280ページの例:複数ルールでソース NAT を設定する

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1252ページのソース NAT プールについて理解する

アドレス シフティング有りのソース NAT プールについて理解する

ソース NAT ルールセットの一致条件ではアドレス範囲を指定できません。ルールではアドレス

プレフィックスのみ指定できます。ソース NAT プールを設定するときに host-base-address オ

プションを指定できます。このオプションでは、元のソース IP アドレスが開始する IP アド

レスを指定できます。
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変換される元のソース IP アドレスの範囲は、ソース NAT プール内のアドレスの数によって決

められます。たとえばソース NAT プールに IP アドレス 10個の範囲が含まれる場合、最高 10

個のソース IP アドレスを指定したベース アドレスから変換できます。これは 1対1、静的、

ポート アドレス変換なしの変換です。

ソース NAT ルールの一致条件は、ソース NAT プールで指定されている範囲よりも大きなアド

レス範囲を定義できます。たとえば一致条件で 256個のアドレスを含むアドレス プレフィック

スを指定できますが、ソース NAT プールには IP アドレス 10個だけの範囲が含まれます。パ

ケットのソース IP アドレスはソース NAT ルールに適合できますが、ソース IP アドレスが

ソース NAT プールで指定されたアドレス範囲にない場合、ソース IP アドレスは変換されませ

ん。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• ソース NAT について理解する

• ソース NAT プールについて理解する

• 例：アドレス シフティング有りのソース NAT を設定する

パーシステント アドレスについて理解する

デフォルトで、ポート アドレス変換がソース NAT で実行されます。しかし元のソース アドレ

スが、同じホストから開始する異なるトラフィックに対し、同じ IP アドレスに変換されない

可能性があります。ソース NAT address-persistent オプションによって、並行して動作する複

数のセッションに対し、同じ IP アドレスがソース NAT プールから特定のホストに割り当てら

れます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

• 1253ページのPAT 有りのソース NAT プールについて理解する

ソース NAT ルールについて理解する

ソース NAT ルールは一致条件の 2つのレイヤを指定します。

• トラフィックの方向—インターフェースから、ゾーンから、あるいはルーティング インスタンス

からと、インターフェースへ、ゾーンへ、ルーティング インスタンスへを組み合わせて指定で

きます。異なるルールセットに対し、からとへに同じコンテキスを指定できません。

• パケット情報—ソースおよび宛先 IP アドレス、またはサブネット。

複数のソース NAT ルールが一致条件に当てはまる場合、最も限定的なルールが選ばれます。た

とえばルール A および B が同じソースおよび宛先 IP アドレスを指定しているが、ルール A

がゾーン 1 からゾーン 2 へのトラフィック、ルール B がゾーン 1 からインターフェース

ge-0/0/0 へのトラフィックを指定している場合、ソース NAT の実行にはルール B が使用され

ます。インターフェースの一致はゾーンの一致よりも限定的であると考えられ、ゾーンの一致

はルーティング インスタンスの一致よりも限定的であると考えられます。ルールセットの一致

1255Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第42章: ネットワーク アドレス変換



についての詳細は、1218ページの「NAT ルールセットおよびルールについて理解する」を参照し

てください。

ソース NAT ルールに指定できるアクションは以下の通りです。

• off—ソース NAT を実行しない

• pool—指定されたユーザー定義のアドレス プールを使ってソース NAT を実行する

• interface—egress インターフェースの IP アドレスを使ってソース NAT を実行する

ソース NAT ルールは、フローで処理された最初のパケット、あるいは ALG に対する高速パス

内のトラフィックに適用されます。ソース NAT ルールは、静的 NAT ルール、宛先 NAT ルー

ル、および静的 NAT ルールの逆マッピングの後、およびルートおよびセキュリティ ポリシ

ルックアップ後に処理されます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

• 1218ページのNAT ルールセットおよびルールについて理解する

ソース NAT 設定の概要

ソース NAT の主な設定タスクは次のとおりです。

1. ネットワークおよびセキュリティ要件にそってソース NAT アドレス プールを設定します

（インターフェース NAT は必要なし）。

2. プール使用率アラーム（オプション）をプール利用率のしきい値を指定して設定します。

3. アドレス永続性（オプション）を設定します。並行して動作する複数のセッションに対し、

同じ IP アドレスがソース NAT プールからホストまで割り当てられます。

4. ネットワークおよびセキュリティ要件にそってソース NAT ルールを設定します。

5. イングレス インターフェースの同じサブネット内にある IP アドレスに対し、NAT プロキ

シ ARP エントリを設定します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1257ページの例:egress インターフェース変換に対するソース NAT を設定する

• 1261ページの例:単一アドレス変換に対するソース NAT を設定する

• 1265ページの例:PAT 有りの複数のアドレスに対しソース NAT を設定する

• 1270ページの例:PAT なしの複数のアドレスに対しソース NAT を設定する

• 1276ページの例:アドレス シフティング有りのソース NAT を設定する

• 1280ページの例:複数ルールでソース NAT を設定する

• 1287ページの例:ソースおよび宛先 NAT 変換を設定する

• 1301ページのNAT の設定の確認

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.1256

Junos OS セキュリティ設定ガイド



ソース NAT の設定例

• 例：egress インターフェース変換に対するソース NAT を設定する 1257ページ

• 例：単一アドレス変換に対するソース NAT を設定する 1261ページ

• 例：PAT 有りの複数のアドレスに対しソース NAT を設定する 1265ページ

• 例：PAT なしの複数のアドレスに対しソース NAT を設定する 1270ページ

• 例：アドレス シフティング有りのソース NAT を設定する 1276ページ

• 例：複数ルールでソース NAT を設定する 1280ページ

• 例：ソースおよび宛先 NAT 変換を設定する 1287ページ

例：egress インターフェース変換に対するソース NAT を設定する

この例は、egress インターフェースのプライベート アドレスからパブリック アドレスへの

ソース NAT マッピングの設定方法について説明しています。

• 要件 1257ページ

• 概要 1257ページ

• 設定 1258ページ

• 確認 1260ページ

要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1258ペー

ジの図123では、Trust ゾーンのプライベート アドレスを持ったデバイスは、egress ge-0/0/0

インターフェースを経由してパブリック ネットワークにアクセスします。Untrust ゾーンの宛

先アドレスで Trust ゾーンから Juniper Networks セキュリティ デバイスに入るパケットに

対し、ソース IP アドレスが egress インターフェースの IP アドレスに変換されます。

注: egress インターフェースを使用するソース NAT に対してはソース NAT プール

は必要ありません。egress インターフェースに対しプロキシ ARP を設定する必要

はありません。
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図 123: ソース NAT egress インターフェース変換
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この例は以下の設定について説明しています。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのどのパケットにも一致するルール r1 を含むソース

NAT ルールセット rs1。一致するパケットについて、ソース アドレスが egress インター

フェースの IP アドレスに変換されます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシ。

設定

CLI 簡単構成 egress インターフェースへのソース NAT マッピングをすばやく設定するには、以下のコマン

ドをコピーして CLI にペーストします。

[edit]

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.1258

Junos OS セキュリティ設定ガイド



set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat interface

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

egress インターフェースへのソース NAT 変換を設定するには、次を実行します。

1. ソース NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

2. パケットに一致させ、ソース アドレスを egress インターフェースのアドレスに変換す

るルールを設定します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat interface

3. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可する、セキュリティ ポリシを

設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

source {

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 0.0.0.0/0;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

interface;
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}

}

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT ルールの使用について確認する 1260ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1260ページ

ソース NAT ルールの使用について確認する

目的 ソース NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。ルールに一致する

トラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要
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例：単一アドレス変換に対するソース NAT を設定する

この例は、単一のプライベート アドレスからパブリック アドレスへのソース NAT マッピング

の設定方法について説明しています。

• 要件 1261ページ

• 概要 1261ページ

• 設定 1263ページ

• 確認 1265ページ

要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1262ペー

ジの図124では、Trust ゾーンのプライベート アドレス 192.168.1.200 のデバイスがパブリッ

ク ネットワークにアクセスします。デバイスによって Untrust ゾーンの宛先アドレスに送信

されたパケットに対し、Juniper Networks のセキュリティ デバイスがソース IP アドレスを

パブリック IP アドレス 1.1.1.200/32 に変換します。
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図 124: ソース NAT 単一アドレス変換
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この例は以下の設定について説明しています。

• IP アドレス 1.1.1.200/32 を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

• Trust ゾーンからソース IP アドレス 1.1.1.200/32 で Untrust ゾーンへのパケットに一致

する、ルール r1 を含むソース NAT ルールセット rs1。一致するパケットは、ソース アド

レスが src-nat-pool-1 プールの IP アドレスに変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス 1.1.1.200 に対するプロキシ ARP。これによっ

て Juniper Networks セキュリティ デバイスが、そのアドレスに対しインターフェース上で

受信された ARP リクエストに応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシ。
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設定

CLI 簡単構成 単一の IP アドレスに対しソース NAT マッピングをすばやく設定するには、以下のコマンドを

コピーして CLI にペーストします。

[edit]

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.200/32

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.200/32

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

単一の IP アドレスに対してソース NAT 変換を設定するには、次を実行します。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.200/32

2. ソース NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

3. パケットに一致し、ソース アドレスをプール内のアドレスに変換するルールを設定しま

す。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.200/32

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

4. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.200

5. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可する、セキュリティ ポリシを

設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit
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結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 192.168.1.200/32;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.200/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。
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確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プール使用率を確認する 1265ページ

• ソース NAT ルールの使用について確認する 1265ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1265ページ

ソース NAT プール使用率を確認する

目的 ソース NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source pool all コマンドを入力します。プールからの IP

アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックし

ます。

ソース NAT ルールの使用について確認する

目的 ソース NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。ルールに一致する

トラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

例：PAT 有りの複数のアドレスに対しソース NAT を設定する

この例は、プライベート アドレス ブロックからより小さいパブリック アドレスへの、ポート

アドレス変換を使ったソース NAT マッピングの設定方法について説明しています。

• 要件 1265ページ

• 概要 1266ページ

• 設定 1268ページ

• 確認 1270ページ

要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。
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2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1267ペー

ジの図125 では、Trust ゾーンから Untrust ゾーンに送信されたパケットのソース IP アドレ

スが、1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.24/32 の範囲のパブリック アドレスの、より小さなブロックに

マッピングされます。ソース NAT アドレス プールのサイズが変換が必要かもしれないアドレ

スの数より小さいため、ポート アドレス変換が使用されます。

注: ポート アドレス変換には、ソース IP アドレス マッピングが有効なソース

ポート番号が含まれます。これによってプライベート ネットワーク上の複数のアド

レスがより小さい数のパブリック IP アドレスにマッピングされます。ソース NAT

プールに対しデフォルトでポート アドレス変換が有効になっています。
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図 125: PAT 有りの複数ソース NAT アドレス
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この例は以下の設定について説明しています。

• IP アドレス 1.1.1.1/32 から 1.1.1.24/32 を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

• ソース NAT ルールセット rs1 が、Trust ゾーンから Untrust ゾーンのすべてのパケットに

一致。一致するパケットは、ソース IP アドレスが src-nat-pool-1 プールの IP アドレスに

変換されます。

• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.249/32 に対するプロキ

シ ARP。これによって Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これらアドレスに対し

インターフェース上で受信された ARP リクエストに応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシ。
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設定

CLI 簡単構成 プライベート アドレス ブロックからより小さいパブリック アドレス ブロックへの PAT を

使ったソース NAT マッピングをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI に

ペーストします。

[edit]

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 10.1.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 10.1.2.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

プライベート アドレス ブロックからより小さいパブリック アドレス ブロックへの PAT を

使ったソース NAT マッピングを設定するには、次を実行します。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.1 to 1.1.1.24

2. ソース NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

3. パケットに一致させ、ソース アドレスをプール内のアドレスに変換するルールを設定し

ます。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address [10.1.1.0/24 10.1.2.0/24

192.168.1.0/24]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

4. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1 to 1.1.1.24

5. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可する、セキュリティ ポリシを

設定します。
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[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32;

}

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address [10.1.1.0/24 10.1.2.0/24 192.168.1.0/24];

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}
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デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プール使用率を確認する 1270ページ

• ソース NAT ルールの使用について確認する 1270ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1270ページ

ソース NAT プール使用率を確認する

目的 ソース NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source pool all コマンドを入力します。プールからの IP

アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックし

ます。

ソース NAT ルールの使用について確認する

目的 ソース NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。ルールに一致する

トラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

• 1253ページのPAT 有りのソース NAT プールについて理解する

例：PAT なしの複数のアドレスに対しソース NAT を設定する

この例は、プライベート アドレス ブロックからより小さいパブリック アドレスへの、ポート

アドレス変換なしのソース NAT マッピングの設定方法について説明しています。
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注: ソース NAT プールに対しデフォルトでポート アドレス変換が有効になってい

ます。ポート アドレス変換が無効化されている場合、ソース NAT プールが同時に

サポートできる変換の数がプール内のアドレスの数に制限されます。ソース NAT

プールに利用できるアドレスがない場合、パケットが落とされます。元のソース NAT

プールに利用できるアドレスがない場合、IP アドレスとポート番号を割り当てる

オーバーフロー ポートをオプションで指定できます。

• 要件 1271ページ

• 概要 1271ページ

• 設定 1273ページ

• 確認 1275ページ

要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1272ペー

ジの図126 では、Trust ゾーンから Untrust ゾーンに送信されたパケットのソース IP アドレ

スが、1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.24/32 の範囲のパブリック アドレスの、より小さなブロックに

マッピングされます。
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図 126: PAT なしの複数ソース NAT アドレス
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この例は以下の設定について説明しています。

• IP アドレス 1.1.1.1/32 から 1.1.1.24/32 を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。プー

ルに port no-translation オプションが指定されています。

• ソース NAT ルールセット rs1 が、Trust ゾーンから Untrust ゾーンのすべてのパケットに

一致。一致するパケットは、ソース IP アドレスが src-nat-pool-1 プールの IP アドレスに

変換されます。
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• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス 1.1.1.1/32 ～ 1.1.1.249/32 に対するプロキ

シ ARP。これによって Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これらアドレスに対し

インターフェース上で受信された ARP リクエストに応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシ。

設定

CLI 簡単構成 プライベート アドレス ブロックからより小さいパブリック アドレス ブロックへの PAT を使

わないソース NAT マッピングをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI に

ペーストします。

[edit]

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32

set security nat source pool src-nat-pool-1 port no-translation

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

プライベート アドレス ブロックからより小さいパブリック アドレス ブロックへの PAT なし

のソース NAT マッピングを設定するには、次を実行します。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.1 to 1.1.1.24

2. プールに port no-translation オプションを指定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 port no-translation

3. ソース NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

4. パケットに一致させ、ソース アドレスをプール内のアドレスに変換するルールを設定し

ます。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1
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5. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.1 to 1.1.1.24

6. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可する、セキュリティ ポリシを

設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32;

}

port no-translation;

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 0.0.0.0/0;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.1/32 to 1.1.1.24/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;
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destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プール使用率を確認する 1275ページ

• ソース NAT ルールの使用について確認する 1275ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1275ページ

ソース NAT プール使用率を確認する

目的 ソース NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source pool all コマンドを入力します。プールからの IP

アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックし

ます。

ソース NAT ルールの使用について確認する

目的 ソース NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。ルールに一致する

トラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

• 1254ページのPAT なしのソース NAT プールについて理解する
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例：アドレス シフティング有りのソース NAT を設定する

この例は、オプションのアドレスシフティングでプライベート アドレス範囲からパブリック

アドレスへのソース NAT マッピングの設定方法について説明しています。これは元のソース

IP アドレスと変換後の IP アドレスの 1対1 のマッピングで、ポート変換は実行されません。

注: ソース NAT ルールセットの一致条件ではアドレス範囲を指定できません。ルー

ルではアドレス プレフィックスのみ指定できます。ソース NAT プールを設定する

ときに host-base-address オプションを指定できます。このオプションでは、元の

ソース IP アドレスが開始する IP アドレスを指定できます。

変換される元のソース IP アドレスの範囲は、ソース NAT プール内のアドレスの数

によって決められます。たとえばソース NAT プールに IP アドレス 10個の範囲が

含まれる場合、最高 10個のソース IP アドレスを指定したベース アドレスから変

換できます。

ソース NAT ルールの一致条件は、ソース NAT プールで指定されている範囲よりも

大きなアドレス範囲を定義できます。たとえば一致条件で 256個のアドレスを含む

アドレス プレフィックスを指定できますが、ソース NAT プールには IP アドレス

10個だけの範囲が含まれます。パケットのソース IP アドレスはソース NAT ルール

に適合できますが、ソース IP アドレスがソース NAT プールで指定されたアドレス

範囲にない場合、ソース IP アドレスは変換されません。

• 要件 1276ページ

• 概要 1276ページ

• 設定 1278ページ

• 確認 1280ページ

要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1277ペー

ジの図127では、Trust ゾーンのプライベート アドレス範囲が Untrust ゾーンのパブリック

アドレス範囲にマッピングされます。Trust ゾーンから Untrust ゾーンに送信されたパケット

については、192.168.1.10/32 ～ 192.168.1.20/32 の範囲のソース IP アドレスが 1.1.1.30/32

～ 1.1.1.40/32 の範囲のパブリック アドレスに変換されます。
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図 127: アドレス シフティング有りのソース NAT
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この例は以下の設定について説明しています。

• IP アドレス 1.1.1.30/32 ～ 1.1.1.40/32 を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。この

プールの元のソース IP アドレス範囲の先頭アドレスは 192.168.1.10/32 で、

host-address-base オプションで指定されます。

• ルール r1 を含むソース NAT ルールセット rs1 が、Trust ゾーンからのパケットを、ソー

ス IP アドレス 192.168.1.0/24 サブネットで Untrust ゾーンに一致。src-nat-pool-1 の設

定で指定されるソース IP アドレス範囲内の一致するパケットについては、ソース アドレス

が src-nat-pool-1 プール内の IP アドレスに変換されます。
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• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス 1.1.1.30/32 ～ 1.1.1.40/32 に対するプロキ

シ ARP。これによって Juniper Networks セキュリティ デバイスが、そのアドレスに対しイ

ンターフェース上で受信された ARP リクエストに応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシ。

設定

CLI 簡単構成 アドレス シフティング有りのソース NAT マッピングをすばやく設定するには、以下のコマン

ドをコピーして CLI にペーストします。

[edit]

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32

set security nat source pool src-nat-pool-1 host-address-base 192.168.1.10/32

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

アドレス シフティング有りのソース NAT マッピングを設定するには、次の操作を行います。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32

2. 元のソース IP アドレス範囲の先頭アドレスを指定します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 host-address-base 192.168.1.10/32

3. ソース NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

4. パケットに一致させ、ソース アドレスをプール内のアドレスに変換するルールを設定し

ます。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 192.168.1.0/24

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

5. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32

Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.1278

Junos OS セキュリティ設定ガイド



6. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可する、セキュリティ ポリシを

設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32;

}

host-address-base 192.168.1.10/32;

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 192.168.1.0/24;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.30/32 to 1.1.1.40/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;
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}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プール使用率を確認する 1280ページ

• ソース NAT ルールの使用について確認する 1280ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1280ページ

ソース NAT プール使用率を確認する

目的 ソース NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source pool all コマンドを入力します。プールからの IP

アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックし

ます。

ソース NAT ルールの使用について確認する

目的 ソース NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。ルールに一致する

トラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

• 1254ページのアドレス シフティング有りのソース NAT プールについて理解する

例：複数ルールでソース NAT を設定する

この例は、複数ルールでソース NAT マッピングを設定する方法について説明しています。

• 要件 1281ページ

• 概要 1281ページ

• 設定 1283ページ

• 確認 1287ページ
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要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1282ペー

ジの図128では、Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックのソース NAT マッピング

について、以下の変換が Juniper Networks セキュリティ デバイスで実行されます。

• 10.1.1.0/24 ～ 10.1.2.0/24 サブネットで Untrust ゾーンのいずれかのアドレスに送信さ

れたパケットのソース IP アドレスは、ポート変換によって 192.0.0.1 ～ 192.0.0.24 の範

囲のパブリック アドレスに変換されます。

• 192.168.1.0/24 サブネットで Untrust ゾーンのいずれかのアドレスに送信されたパケット

のソース IP アドレスは、ポート変換なしで 192.0.0.100 ～ 192.0.0.249 の範囲のパブリッ

ク アドレスに変換されます。

• 192.168.1.250/32 ホスト デバイスによって送信されたパケットのソース IP アドレスは変

換されません。
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図 128: 複数変換ルールでソース NAT を設定する
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この例は以下の設定について説明しています。

• IP アドレス範囲 192.0.0.1 ～ 192.0.0.24 を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

• ポート アドレス変換を無効にした、IP アドレス範囲 192.0.0.100 ～ 192.0.0.249 を含む

ソース NAT プール src-nat-pool-2。
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注: ポート アドレス変換が無効化されている場合、ソース NAT プールが同時に

サポートできる変換の数がプール内のアドレスの数に制限されます。ソース NAT

プールに利用できるアドレスがない場合、パケットが落とされます。元のソース

NAT プールに利用できるアドレスがない場合、IP アドレスとポート番号を割り当

てるオーバーフロー ポートをオプションで指定できます。

• ソース NAT ルールセット rs1 が、Trust ゾーンから Untrust ゾーンのパケットに一致。

ルールセット rs1 には複数のルールが含まれます。

• 10.1.1.0/24 あるいは 10.1.2.0/24 サブネットのソース IP アドレスでパケットに一致す

るルール r1。一致するパケットは、ソース アドレスが src-nat-pool-1 プールの IP アド

レスに変換されます。

• ソース IP アドレス 192.168.1.250/32 でパケットに一致するルール r2。一致するパケッ

トに対して NAT 変換は行われません。

• ルール r3。パケットを 192.168.1.0/24 サブネットのソース IP アドレスに一致させま

す。一致するパケットは、ソース アドレスが src-nat-pool-2 プールの IP アドレスに変

換されます。

注: トラフィックに最初に一致したルールが使用されるため、ルールセット内

のルールの順番は重要です。このため、特定の IP アドレスを一致させるルー

ル r2 の順番を、デバイスが存在するサブネットを一致させるルール r3 より

前にする必要があります。

• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス 192.0.0.1 ～ 192.0.0.24 および 192.0.0.100

～ 192.0.0.249 に対するプロキシ ARP。これによって Juniper Networks セキュリティ デ

バイスは、これらアドレスに対しインターフェース上で受信された ARP リクエストに応答で

きます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシ。

設定

CLI 簡単構成 複数ルールのソース NAT マッピングをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして

CLI にペーストします。

[edit]

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 192.0.0.1/32 to 192.0.0.24/32

set security nat source pool src-nat-pool-2 address 192.0.0.100/32 to 192.0.0.249/32

set security nat source pool src-nat-pool-2 port no-translation

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 10.1.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 10.1.2.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat source rule-set rs1 rule r2 match source-address 192.168.1.250/32

set security nat source rule-set rs1 rule r2 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r2 then source-nat off
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set security nat source rule-set rs1 rule r3 match source-address 192.168.1.0/24

set security nat source rule-set rs1 rule r3 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r3 then source-nat pool src-nat-pool-2

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 192.0.0.1/32 to 192.0.0.24/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 192.0.0.100/32 to 192.0.0.249/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

ルールセットに複数のソース NAT ルールを設定するには、次の操作を行います。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 192.0.0.1 to 192.0.0.24

2. ポート変換なしのソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-2 address 192.0.0.100 to 192.0.0.249

user@host# set pool src-nat-pool-2 port no-translation

注: egress インターフェースを使って src-nat-pool-2 のオーバーフロー プー

ルを設定するには、次の操作を行います。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-2 overflow-pool interface

3. ソース NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

4. パケットに一致させ、ソース アドレスをプール内のアドレスに変換するルールを設定し

ます。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address [10.1.1.0/24 10.1.2.0/24]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

5. ソース アドレスが変換されないパケットを一致させるルールを設定します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r2 match source-address 192.168.1.250/32

user@host# set rule-set rs1 rule r2 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r2 then source-nat off
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6. パケットに一致させ、ポート変換なしでソース アドレスをプール内のアドレスに変換す

るルールを設定します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r3 match source-address 192.168.1.0/24

user@host# set rule-set rs1 rule r3 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r3 then source-nat pool src-nat-pool-2

7. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 192.0.0.1 to 192.0.0.24

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 192.0.0.100 to 192.0.0.249

8. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可する、セキュリティ ポリシを

設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]

user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

192.0.0.1/32 to 192.0.0.24/32;

}

}

pool src-nat-pool-2 {

address {

192.0.0.100/32 to 192.0.0.249/32;

}

port no-translation;

}

rule-set rs1 {

from zone trust;

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address [ 10.1.1.0/24 10.1.2.0/24 ];

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

1285Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第42章: ネットワーク アドレス変換



rule r2 {

match {

source-address 192.168.1.250/32;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

off;

}

}

}

rule r3 {

match {

source-address 192.168.1.0/24;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-2;

}

}

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

192.0.0.1/32 to 192.0.0.24/32;

192.0.0.100/32 to 192.0.0.249/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。
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確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プール使用率を確認する 1287ページ

• ソース NAT ルールの使用について確認する 1287ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1287ページ

ソース NAT プール使用率を確認する

目的 ソース NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source pool all コマンドを入力します。プールからの IP

アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックし

ます。

ソース NAT ルールの使用について確認する

目的 ソース NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。ルールに一致する

トラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

• 1255ページのソース NAT ルールについて理解する

例：ソースおよび宛先 NAT 変換を設定する

この例は、ソース NAT マッピングと宛先 NAT マッピングの設定方法について説明しています。

• 要件 1288ページ

• 概要 1288ページ

• 設定 1290ページ

• 確認 1293ページ
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要件

始める前に：

1. デバイスのネットワーク インターフェースを設定します。手順については「セキュリティ

デバイス用 JUNOS OS インターフェース設定ガイド」を参照してください。

2. セキュリティ ゾーンを作成してそれらにインターフェースを割り当てます。「セキュリティ

ゾーンについて理解する」を参照してください。

概要

この例は、プライベート アドレス スペースに対する Trust セキュリティ ゾーンと、パブリッ

ク アドレス スペースに対する Untrust セキュリティ ゾーンについて示しています。1289ペー

ジの図129では、Juniper Networks セキュリティ デバイスで以下の変換が実行されます。

• Trust ゾーンのプライベート アドレス 192.168.1.200 のデバイスによって Untrust ゾーン

のいずれかのアドレスに送信されるパケットのソース IP アドレスは、1.1.1.10 ～ 1.1.1.14

の範囲のパブリック アドレスに変換されます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンに送信されるパケットの宛先 IP アドレス 1.1.1.100/32

は、アドレス 10.1.1.200/32 に変換されます。
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図 129: ソースおよび宛先 NAT 変換
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この例は以下の設定について説明しています。

• IP アドレス範囲 1.1.1.10 ～ 1.1.1.10 を含むソース NAT プール src-nat-pool-1。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのすべてのパケットに一致するルール r1 を含むソース

NAT ルールセット rs1。一致するパケットは、ソース アドレスが src-nat-pool-1 プールの

IP アドレスに変換されます。

• IP アドレス 10.1.1.200/32 を含む宛先 NAT プール dst-nat-pool-1。

• 宛先 IP アドレス 1.1.1.100 の Trust ゾーンからのパケットに一致するルール r1 を含む

宛先 NAT ルールセット rs1。一致するパケットは、宛先アドレスが dst-nat-pool-1 プール

のアドレスに変換されます。
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• インターフェース ge-0/0/0.0 上のアドレス 1.1.1.10 ～ 1.1.1.14 および 1.1.1.100/32

に対するプロキシ ARP。これによって Juniper Networks セキュリティ デバイスは、これら

アドレスに対しインターフェース上で受信された ARP リクエストに応答できます。

• Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可するセキュリティ ポリシ。

• Untrust ゾーンから Trust ゾーンの変換された宛先 IP アドレスへのトラフィックを許可す

るセキュリティ ポリシ。

設定

CLI 簡単構成 ソースおよび宛先 NAT マッピングをすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI

にペーストします。

[edit]

set security nat source pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.10/32 to 1.1.1.14/32

set security nat source rule-set rs1 from zone trust

set security nat source rule-set rs1 to zone untrust

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

set security nat source rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

set security nat destination pool dst-nat-pool-1 address 10.1.1.200/32

set security nat destination rule-set rs1 from zone untrust

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.100/32

set security nat destination rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.10/32 to 1.1.1.24/32

set security nat proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.100/32

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

source-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

destination-address any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access match

application any

set security policies from-zone trust to-zone untrust policy internet-access then permit

set security zones security-zone trust address-book address dst-nat-pool-1 10.1.1.200/32

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-1-access match

source-address any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-1-access match

destination-address dst-nat-pool-1

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-1-access match

application any

set security policies from-zone untrust to-zone trust policy dst-nat-pool-1-access then

permit

ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

ソースおよび宛先 NAT 変換を設定するには、次の操作を行います。

1. ソース NAT プールを作成します。

[edit security nat source]

user@host# set pool src-nat-pool-1 address 1.1.1.10 to 1.1.1.14

2. ソース NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat source]
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user@host# set rule-set rs1 from zone trust

user@host# set rule-set rs1 to zone untrust

3. パケットに一致させ、ソース アドレスをソース NAT プール内のアドレスに変換するルー

ルを設定します。

[edit security nat source]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match source-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 0.0.0.0/0

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then source-nat pool src-nat-pool-1

4. 宛先 NAT プールを作成します。

[edit security nat destination]

user@host# set pool dst-nat-pool-1 address 10.1.1.200/32

5. 宛先 NAT ルールセットを作成します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 from zone untrust

6. パケットに一致させ、宛先アドレスを宛先 NAT プール内のアドレスに変換するルールを

設定します。

[edit security nat destination]

user@host# set rule-set rs1 rule r1 match destination-address 1.1.1.100/32

user@host# set rule-set rs1 rule r1 then destination-nat pool dst-nat-pool-1

7. プロキシ ARP を設定します。

[edit security nat]

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.10 to 1.1.1.14

user@host# set proxy-arp interface ge-0/0/0.0 address 1.1.1.100

8. Trust ゾーンから Untrust ゾーンへのトラフィックを許可する、セキュリティ ポリシを

設定します。

[edit security policies from-zone trust to-zone untrust]

user@host# set policy internet-access match source-address any destination-address

any application any

user@host# set policy internet-access then permit

9. 変換された宛先 IP アドレスに対し Trust ゾーンにアドレス帳エントリを設定します。

[edit security]

user@host# set zones security-zone trust address-book address dst-nat-pool-1

10.1.1.200/32

10. Untrust ゾーンから Trust ゾーンへのトラフィックを許可する、セキュリティ ポリシを

設定します。

[edit security policies from-zone untrust to-zone trust]

user@host# set policy dst-nat-pool-1-access match source-address any

destination-address dst-nat-pool-1 application any

user@host# set policy dst-nat-pool-1-access then permit

結果 設定モードから show security nat および show security policies コマンドを入力して設定を

確認します。意図したとおりの設定が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して

設定内容を修正してください。

[edit]
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user@host# show security nat

source {

pool src-nat-pool-1 {

address {

1.1.1.10/32 to 1.1.1.14/32;

}

}

rule-set rs1 {

to zone untrust;

rule r1 {

match {

source-address 0.0.0.0/0;

destination-address 0.0.0.0/0;

}

then {

source-nat {

pool {

src-nat-pool-1;

}

}

}

}

}

}

destination {

pool dst-nat-pool-1 {

address 10.1.1.200/32;

}

rule-set rs1 {

from zone untrust;

rule r1 {

match {

destination-address 1.1.1.100/32;

}

then {

destination-nat pool dst-nat-pool-1;

}

}

}

}

proxy-arp {

interface ge-0/0/0.0 {

address {

1.1.1.10/32 to 1.1.1.24/32;

1.1.1.100/32;

}

}

}

user@host# show security policies

from-zone trust to-zone untrust {

policy internet-access {

match {

source-address any;

destination-address any;

application any;

}
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}

policy internet-access {

then {

permit;

}

}

}

from-zone untrust to-zone trust {

policy dst-nat-pool-1-access {

match {

source-address any;

destination-address dst-nat-pool-1;

application any;

}

then {

permit;

}

}

}

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ソース NAT プール使用率を確認する 1293ページ

• ソース NAT ルールの使用について確認する 1293ページ

• 宛先 NAT プールの使用率について確認する 1293ページ

• 宛先 NAT ルールの使用について確認する 1294ページ

• NAT のトラフィックへの適用を確認する 1294ページ

ソース NAT プール使用率を確認する

目的 ソース NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source pool all コマンドを入力します。プールからの IP

アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックし

ます。

ソース NAT ルールの使用について確認する

目的 ソース NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat source rule all コマンドを入力します。ルールに一致する

トラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

宛先 NAT プールの使用率について確認する

目的 宛先 NAT プールからの IP アドレスを使ったトラフィックがあることを確認します。
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アクション 動作モードから show security nat destination pool all コマンドを入力します。プールから

の IP アドレスを使ったトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェッ

クします。

宛先 NAT ルールの使用について確認する

目的 宛先 NAT ルールに適合するトラフィックがあることを確認します。

アクション 動作モードから show security nat destination rule all コマンドを入力します。ルールに一

致するトラフィックがあるか、Translation hits フィールドを表示してチェックします。

NAT のトラフィックへの適用を確認する

目的 指定のトラフィックに NAT が適用されていることを確認します。

アクション 動作モードから show security flow session コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

• 1232ページの宛先 NAT について理解する

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

ソース NAT のポート ランダム化を無効にする（CLI 手順）

プール ベースのソース NAT およびインターフェース NAT に対し、デフォルトでポート番号が

ランダムに割り当てられています。ポート番号をランダムに割り当てることによって、DNS ポ

イズン アタック等のセキュリティ脅威から保護することができますが、プール ベースのソー

ス NAT に対し、パフォーマンスやメモリ使用率に影響する場合もあります。

[edit security nat source] 階層レベルの port-randomization disable ステートメントを使用

して、ポート ランダム化を無効にできます。ポート ランダム化を再度有効にするには、[edit

security nat source] 階層レベルの port-randomization ステートメントを使用します。

user@host# set security nat source port-randomization disable

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

パーシステント NAT

• パーシステント NAT について理解する 1295ページ

• STUN（Session Traversal Utilities for NAT）プロトコルについて理解する 1296ページ

• パーシステント NAT の設定の概要 1297ページ
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• 例：ソース NAT アドレス プール（CLI）でパーシステント NAT を設定する 1298ページ

• 例：インターフェース NAT（CLI）でパーシステント NAT を設定する 1299ページ

パーシステント NAT について理解する

パーシステント NAT では、NAT ファイアウォールを通るときにアプリケーションが STUN

（Session Traversal Utilities for NAT）プロトコルを使用します（「1296ページの「STUN

（Session Traversal Utilities for NAT）について理解する」」を参照してください）。パー

システント NAT では、同じ内部トランスポート アドレスからのリクエストは、すべて同じ再

帰トランスポート アドレス （STUN サーバーに最も近い NAT デバイスによって作成されたパ

ブリック IP アドレスおよびポート）。

Juniper Networks デバイス上に以下のパーシステント NAT の種類を構成することができます。

• すべてのリモート ホスト—特定の内部 IP アドレスおよびポートからのリクエストすべてが、

同じ再帰トランスポート アドレスにマッピングされます。どの外部ホストも、パケットを再

帰トランスポート アドレスに送信することによって、パケットを内部ホストに送信できま

す。

• ターゲット ホスト—特定の内部 IP アドレスおよびポートからのリクエストすべてが、同じ

再帰トランスポート アドレスにマッピングされます。外部ホストは、パケットを再帰トラン

スポート アドレスに送信することによって、パケットを内部ホストに送信できます。内部ホ

ストは、前にパケットを外部ホストの IP アドレスに送信している必要があります。

• ターゲット ホスト ポート—特定の内部 IP アドレスおよびポートからのリクエストすべて

が、同じ再帰トランスポート アドレスにマッピングされます。外部ホストは、パケットを再

帰トランスポート アドレスに送信することによって、パケットを内部ホストに送信できま

す。内部ホストは、前にパケットを外部ホストの IP アドレスおよびポートに送信している

必要があります。

パーシステント NAT タイプはすべてソース NAT ルールで設定します。ソース NAT ルール ア

クションは、ソース NAT プール（ポート変換有りまたはなし）あるいは egress インターフェー

スを使用できます。パーシステント NAT のバインディングは内部から外部への送信セッション

に基づいているため、パーシステント NAT は宛先 NAT には適用されません。

注: ポート オーバーローディングは、通常のインターフェース NAT トラフィック

にのみ Junos OS で使用されます。パーシステント NAT はポート オーバーローディ

ングをサポートしていません。[edit security nat source] 階層レベルの

[port-overloading off] オプションで、明示的にポート オーバーローディングを無

効化する必要があります。

パーシステント NAT トラフィックを許可あるいは拒否するセキュリティ ポリシを設定するに

は、事前に定義されている新しいサービス、junos-stun および junos-persistent-nat を使用で

きます。
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注: パーシステント NAT はパーシステント アドレス機能とは異なります（「1255ペー

ジの「パーシステント アドレスについて理解する」」を参照してください）。パー

システント アドレス機能は、デバイス上に構成されたソース NAT プールのアドレ

ス マッピングに適用されます。パーシステント NAT 機能は外部 NAT デバイス上の

アドレス マッピングに適用され、特定のソース NAT プールあるいは egress イン

ターフェースに対して設定されます。またパーシステント NAT は、STUN クライア

ント/サーバー アプリケーション専用です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1296ページのSTUN（Session Traversal Utilities for NAT）プロトコルについて理解する

• 1297ページのパーシステント NAT の設定の概要

• 1251ページのソース NAT について理解する

• 1298ページの例:ソース NAT アドレス プール（CLI）でパーシステント NAT を設定する

• 1299ページの例:インターフェース NAT（CLI）でパーシステント NAT を設定する

STUN（Session Traversal Utilities for NAT）プロトコルについて理解する

NAT 環境では多くの動画やボイスのアプリケーションが正しく機能しません。たとえば VoIP

で使用する SIP（Session Initiation Protocol）は、アプリケーション データ内の IP アド

レスとポート番号をエンコードします。リクエスタとレシーバ間に NAT ファイアウォールが存

在する場合、データ内の IP アドレスとポート番号の変換によって情報が無効化されます。

また NAT ファイアウォールは、入ってきた SIP メッセージのピンホールを維持しません。こ

れによって SIP アプリケーションは SIP メッセージでピンホールを絶えずリフレッシュする

か、ALG を使ってレジストレーション（この機能はゲートウェイ デバイスでサポートされてい

ない場合がある）を追跡します。

STUN（Session Traversal Utilities for NAT）プロトコルはシンプルなクライアント/サーバー

プロトコルで、まず RFC 3489－Simple Traversal of User Datagram Protocol (UDP) Through

Network Address Translators (NATs)、その後 RFC 5389－Session Traversal Utilities for

NAT で定義されます。STUN クライアントは STUN サーバーに要求を送り、サーバーはクライア

ントに応答を返します。通常 STUN クライアントは、パブリック IP アドレスあるいはポート

が必要なアプリケーションの一部です。STUN クライアントは PC 等のエンドシステムあるいは

ネットワーク サーバー内に存在し、STUN サーバーは通常パブリック インターネットに接続さ

れています。

注: STUN クライアントと STUN サーバーは、両者ともアプリケーションによって提

供される必要があります。Juniper Networks は、STUN クライアントおよびサーバー

を提供していません。

STUN プロトコルによってクライアントは以下が可能です。

• アプリケーションが NAT ファイアウォールの後ろに存在していることを確認します。
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• 使用されている NAT のバインディングのタイプを判断します（「1295ページの「パーシステン

ト アドレスについて理解する」」を参照してください）。

• 再帰トランスポート アドレスについて認識します。これは STUN サーバーに最も近い NAT

デバイスによって割り当てられた IP アドレスおよびポート バインディングです。（STUN

クライアントと STUN サーバー間の NAT に複数のレベルが存在する可能性があります。）

クライアント アプリケーションは、SIP および H.323 等のプロトコル内の IP アドレス バイ

ンディング情報を使用できます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1297ページのパーシステント NAT の設定の概要

• 1295ページのパーシステント NAT について理解する

パーシステント NAT の設定の概要

パーシステント NAT を設定するには、以下のオプションをソース NAT ルール アクションで指

定します（ソース NAT プールあるいは egress インターフェースに対して）。

• パーシステント NAT のタイプ—リモート ホスト、ターゲット ホスト、ターゲット ホスト

ポートのいずれか（1295ページの「パーシステント NAT について理解する」を参照してくださ

い）。

• アドレス マッピング（オプション）—特定の内部 IP アドレスからの要求を同じ再帰 IP ア

ドレスにマッピングできます。内部および再帰ポートはどのポートでも可能です。どのポー

トを使用している外部ホストも、パケットを再帰 IP アドレスに送信することによって、パ

ケットを内部ホストに送信できます（外部から内部へのトラフィックを許可する入力ポリシ

の設定が必要）。このオプションが設定されていない場合、パーシステント NAT バインディ

ングは、特定の内部および再帰トランスポート アドレス向けになります。

address-mapping オプションが指定できるのは、パーシステント NAT タイプがいずれかのリ

モート ホストで、ソース NAT ルール アクションが以下のアクションである場合のみです。

• IP アドレス シフティング有りのソース NAT プール

• ポート変換なし、オーバーフロー プールなしのソース NAT プール

• 非アクティブ タイムアウト（オプション）—バインディング エントリのすべてのセッション

が期限切れになってから、パーシステント NAT バインディングがデバイスのメモリで維持さ

れる時間（秒）。設定したタイムアウトに達すると、バインディングがメモリから削除され

ます。デフォルト値は 300 秒です。秒を 60 から 7,200 の間で指定してください。

パーシステント NAT バインディングのすべてのセッションが期限切れになると、指定された

非アクティブ タイムアウトの期間、SRX シリーズ デバイスにクエリ状態でバインディング

が維持されます。非アクティブ タイムアウト時間に達すると、クエリ バインディングが自

動的にメモリから削除されます（デフォルトは 300 時間）。clear security nat source

persistent-nat-table コマンドを使って、パーシステント NAT クエリ バインディングのす

べてあるいは一部を明示的に削除することが可能です。

• 最大セッション数（オプション）—1 つのパーシステント NAT バインディングに関連付ける

ことができるセッションの最大数。デフォルトは 30 セッションです。8 から 100 の値を指

定します。
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インターフェース NAT には、[edit security nat source] 階層レベルの port-overloading off

オプションで、ポート オーバーローディングを明示的に無効化する必要があります。

最後に、デフォルトで 2 つのサービスが、STUN およびパーシステント NAT トラフィックの許

可あるいは拒否を行うセキュリティ ポリシで使用できます。

• junos-stun—STUN プロトコル トラフィック。

• junos-persistent-nat—パーシステント NAT トラフィック。

どのリモート ホストのパーシステント NAT タイプでも、セキュリティ ポリシの方向は外部か

ら内部になります。ターゲット ホストあるいはターゲット ホスト ポートのパーシステント

NAT タイプについては、セキュリティ ポリシの方向は内部から外部となります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1298ページの例:ソース NAT アドレス プール（CLI）でパーシステント NAT を設定する

• 1299ページの例:インターフェース NAT（CLI）でパーシステント NAT を設定する

• 1295ページのパーシステント NAT について理解する

• 1296ページのSTUN（Session Traversal Utilities for NAT）プロトコルについて理解する

例：ソース NAT アドレス プール（CLI）でパーシステント NAT を設定する

ソース NAT ルールであらゆるパーシステント NAT タイプを設定できます。このセクションの

例では、ソース NAT がユーザー定義のアドレス プールで実行される場合のパーシステント NAT

の設定方法について、説明しています。

以下の例では、ソース NAT が実行される場合のターゲット ホストパーシステント NAT タイプ

を設定します。ソース NAT アドレス プール srs1 はアドレス 30.1.1.5/32 で構成されていま

す。ソース NAT ルールセット srs1 は次を設定しています。

• トラフィックの方向はゾーン内部からゾーン外部。

• 40.1.1.0/24 サブネット（内部フォン）内のソース アドレスおよび宛先アドレス

20.20.20.0/24 を持つパケットには、ソース NAT プール sp1 を使ってターゲット ホスト

パーシステント NAT タイプのソース NAT を実行します。

• パーシステント NAT 非アクティブ タイムアウトを 180 秒に設定します。

ソース NAT アドレス プールを設定するには、次の操作を行います。

user@host# set security nat source pool sp1 address 30.1.1.5/32

ソース NAT ルールセットを設定するには、次の操作を行います。

user@host# set security nat source rule-set srs1 from zone internal

user@host# set security nat source rule-set srs1 to zone external

user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 match source-address 40.1.1.0/24

user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 match destination-address

20.20.20.0/24

user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 then source-nat pool sp1

user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 then source-nat pool

persistent-nat permit target-host
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user@host# set security nat source rule-set srs1 rule sr1 then source-nat pool

persistent-nat inactivity-timeout 180

ターゲット ホスト パーシステント NAT タイプに、内部ネットワーク（内部ゾーン）から外部

ネットワーク（外部ゾーン）へのパーシステント NAT トラフィックを許可するセキュリティ

ポリシを設定します。

内部 SIP フォンから外部 STUN サーバーへの STUN トラフィックを許可するセキュリティ ポ

リシを設定するには、次の操作を行います。

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy stun_traffic

match source-address internal_phones destination-address stun_server application

junos-stun

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy stun_traffic

then permit

内部 SIP フォンから外部 SIP プロキシ サーバーへの SIP プロキシ トラフィックを許可する

セキュリティ ポリシを設定するには、次の操作を行います。

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy

sip_proxy_traffic match source-address internal_phones destination-address

sip_proxy_server application junos-sip

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy

stun_proxy_traffic then permit

内部から外部 SIP フォンへの SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシを設定するに

は、次の操作を行います。

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy sip_traffic

match source-address internal_phones destination-address external_phones application

junos-persistent-nat

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy sip_traffic

then permit

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1295ページのパーシステント NAT について理解する

• 1297ページのパーシステント NAT の設定の概要

例：インターフェース NAT（CLI）でパーシステント NAT を設定する

ソース NAT ルールであらゆるパーシステント NAT タイプを設定できます。このセクションの

例では、ソース NAT の実行にインターフェース NAT が使用される場合のパーシステント NAT

の設定方法について、説明しています。インターフェース NAT には、ポート オーバーローディ

ングを無効化する必要があります。

以下の例では、インターフェース NAT が実行される場合のあらゆるリモート ホスト パーシステ

ント NAT タイプを設定します。インターフェース NAT ルールセット int1 は次を設定してい

ます。

• トラフィックの方向はインターフェース ge-0/0/1.0 からインターフェース ge-0/0/2.0。

• ソース アドレス 40.1.1.0/24（内部フォン）と宛先アドレス 20.20.20.0/24（STUN サー

バー、SIP プロキシ サーバー、および外部 フォン）を持つパケットには、いずれかのリモー

ト ホスト パーシステント NAT タイプのインターフェース NAT を実行します。
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さらにインターフェース NAT に対し、ポート オーバーローディングを無効化する必要があり

ます。

インターフェース NAT ルールセットを設定するには、次の操作を行います。

user@host# set security nat source rule-set int1 from interface ge-0/0/1.0

user@host# set security nat source rule-set int1 to interface ge-0/0/2.0

user@host# set security nat source rule-set int1 rule in1 match source-address 40.1.1.0/24

user@host# set security nat source rule-set int1 rule in1 match destination-address

20.20.20.0/24

user@host# set security nat source rule-set int1 rule in1 then source-nat interface

persistent-nat permit any-remote-host

インターフェース NAT に対しポート オーバーローディングを無効化するには、次の操作を行

います。

user@host# set security nat source interface port-overloading off

すべてのリモート ホスト パーシステント NAT タイプに対し、外部ネットワーク（外部ゾー

ン）から内部ネットワーク（内部ゾーン）へのパーシステント NAT トラフィックを許可するセ

キュリティ ポリシを設定します。

内部 SIP フォンから外部 STUN サーバーへの STUN トラフィックを許可するセキュリティ ポ

リシを設定するには、次の操作を行います。

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy stun_traffic

match source-address internal_phones destination-address stun_server application

junos-stun

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy stun_traffic

then permit

内部 SIP フォンから外部 SIP プロキシ サーバーへの SIP プロキシ トラフィックを許可する

セキュリティ ポリシを設定するには、次の操作を行います。

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy

sip_proxy_traffic match source-address internal_phones destination-address

sip_proxy_server application junos-sip

user@host# set security policies from-zone internal to-zone external policy

stun_proxy_traffic then permit

外部 SIP フォンから内部 SIP フォンへの SIP トラフィックを許可するセキュリティ ポリシ

を設定するには、次の操作を行います。

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy sip_traffic

match source-address external_phones destination-address internal_phones application

junos-persistent-nat

user@host# set security policies from-zone external to-zone internal policy sip_traffic

then permit

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1295ページのパーシステント NAT について理解する

• 1297ページのパーシステント NAT の設定の概要
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プロキシ ARP の設定（CLI 手順）

NAT プロキシ ARP 機能を使い、ソースあるいは宛先 NAT を必要とする、ingress インター

フェースと同じサブネット内に存在する IP アドレスに対して、プロキシ ARP エントリを設定

します。

注: SRX シリーズのデバイス上で、NAT プロキシ ARP を明示的に設定する必要があ

ります。

NAT プロキシ ARP を設定する際、プロキシ ARP を設定する論理インターフェースを指定する

必要があります。次にアドレスまたはアドレスの範囲を入力します。

デバイスは、以下の条件でプロキシ ARP を実行します。

• 静的 NAT およびソース NAT に定義されたアドレスが、ingress インターフェースと同じサ

ブネット内に存在する場合

• 宛先 NAT ルール内の元の宛先アドレス エントリにあるアドレスが、ingress インターフェー

スと同じサブネット内に存在する場合

user@host# set security nat proxy-arp interface fe-0/0/0.0 address 10.1.1.10 to 10.1.1.20

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1222ページの静的 NAT の設定の概要

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

• 1256ページのソース NAT 設定の概要

NAT の設定の確認

目的 NAT トレース オプションの階層は、確認のためのトレース ファイルおよびフラグを設定しま

す。J シリーズおよび SRX シリーズのデバイスには、主要なコンポーネントが 2 つあります。

これらはルーティング エンジン（RE）とパケット転送エンジンです（PFE）。PEE は ukernel

の部分とリアルタイムの部分に分かれています。確認には、個々のフラグをオンにして RE、

ukernel PFE、あるいはリアルタイム PFE で NAT 機能をデバッグします。トレース データは

デフォルトで/var/log/security-trace に書き込まれます。

注: デバイスのポリシ設定でセッション ログが有効にされている場合、セッション

ログに各セッションごとの NAT の詳細が含まれます。セッション ログを有効にす

る方法については「164ページの「ポリシ統計の監視」」、セッション ログの内容の

説明については「16ページの「SRX シリーズ サービス ゲートウェイのセッション

ログ エントリの内容について」」を参照してください。
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security nat traceoptions コマンドを使い、NAT の設定が意図したとおりに正しく更新された

か確認します。NAT 変換がトラフィックに適用されたかを確認し、NAT 変換で処理している個々

のトラフィック フローを表示するには、security flow traceoptions コマンドを使用します。

アクション user@host# set security nat traceoptions flag all

user@host# set security nat traceoptions flag destination-nat-pfe

user@host# set security nat traceoptions flag destination-nat-re

user@host# set security nat traceoptions flag destination-nat-rti

user@host# set security nat traceoptions flag destination-nat-pfe

user@host# set security nat traceoptions flag source-nat-pfe

user@host# set security nat traceoptions flag source-nat-re

user@host# set security nat traceoptions flag source-nat-rt

user@host# set security nat traceoptions flag static-nat-pfe

user@host# set security nat traceoptions flag static-nat-re

user@host# set security nat traceoptions flag static-nat-rt

特定のフローをフィルタリングするには、パケット フィルタを定義してトレース オプション

として使用できます。

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter apply-groups

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter apply-groups-except

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter destination-port

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter destination-prefix

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter interface

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter protocol

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter source-port

root@host# set security flow traceoptions packet-filter packet-filter source-prefix

NAT トラフィックを確認してすべてのデータプレーン内のすべてのトラフィック トレースを有

効化するには、トレース オプション set security flow traceoptions flag basic-datapath を

使用します。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス

• 1222ページの静的 NAT の設定の概要

• 1235ページの宛先 NAT の設定の概要

• 1256ページのソース NAT 設定の概要
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第13部

GPRS

• ジェネラル パケット ラジオ サービス 1305ページ
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第43章

ジェネラル パケット ラジオ サービス

• GPRS の概要 1305ページ

• ポリシ ベース GTP 1308ページ

• GTP 検査オブジェクト 1313ページ

• GTP メッセージ フィルタリング 1314ページ

• GTP 情報要素 1322ページ

• GGSN リダイレクションについて理解する 1330ページ

GPRS の概要

ジェネラル パケット ラジオ サービス（GPRS: General Packet Radio Service）ネットワーク

は、複数の外部ネットワークに接続し、その中にはローミング パートナー、企業顧客、GPRS

ローミング エクスチェンジ（GRX）プロバイダ、そしてパブリック インターネットが含まれて

います。GPRS ネットワークのオペレータは、自分のネットワークを保護すると同時に、これら

の外部ネットワークを行き来する際のアクセスを提供しながらコントロールするという難題に

直面しています。Juniper Networks では GPRS ネットワーク オペレータの障害となっている

セキュリティ問題の多くに対して、ソリューションを提供しています。

GPRS アーキテクチャにおいて、オペレータのネットワークへのセキュリティ脅威の基本的原因

は、’GTP（GPRS Tunneling Protocol）固有のセキュリティの欠如にあります。GTP は GPRS

サポート ノード間で使用されるプロトコル（GSN）です。GTP は、個々の移動式端末（MS）に

対してと、サービング GPRS サポート ノード（SGSN）とゲートウェイ GPRS サポートノード

（GGSN）間に、GTP トンネルを確立するために使用されます。GTP トンネルは GSN 間のセキュ

アなチャンネルで、2 つのホストがデータを交換できます。SGSN は MS からパケットを受け取

り GTP トンネルを通して GGSN に転送する前に GTP ヘッダ内にカプセル化します。GGSN がパ

ケットを受け取ると、脱カプセル化し、外部ホストに転送します。

異なる GPRS ネットワーク間でのコミュニケーションはセキュアではありません。GTP が認証、

データの信頼性、あるいは機密保護をまったく提供しないからです。ローミング パートナ間の

接続に IP セキュリティ(IPSec)を実装し、トラフィック レートを制限し、ステートフル イン

スペクションを使用することにより GTP のセキュリティ リスクの大半を取り除くことができ

ます。Junos OS の GTP ファイアウォール機能は、モバイル オペレータのネットワークにおけ

る主なセキュリティ問題に対処しています。

1305Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.



Juniper Networks セキュリティ デバイスは、以下のタイプの GPRS インターフェースにおい

てさまざまな攻撃を軽減します。

• Gn—Gn インターフェースは、同じ PLMN（Public Land Mobile Network）内の SGSN と GGSN

間のインターフェースです。

• Gp—Gp インターフェースは 2 つの PLMN 間の接続部です。

• Gi—Gi インターフェースは GGSN とインターネットまたは PLMN に接続されている宛先ネッ

トワークとの接続部です。

注: インターフェースという用語は Junos OS および GPRS テクノロジにおいて異

なる意味を持ちます。Junos OS では、インターフェースはセキュリティ ゾーンの

出入口のようなもので、トラフィックのゾーンへの出入りを許可します。GPRS で

は、インターフェースは GPRS インフラの 2 つのコンポーネント間の接続部あるい

は参照点のことを指します（SGSN や GGSN など）。

このトピックは以下のセクションを含んでいます。

• Gp および Gn インターフェース 1306ページ

• Gi インターフェース 1307ページ

• 動作モード 1307ページ

Gp および Gn インターフェース

Gn インターフェースにセキュリティ デバイスを実装すると、SGSN や GGSN といった主要な

ネットワーク資産を保護することができます。Gn インターフェースの GTP トンネルをセキュ

アにするには、セキュリティ デバイスを共通の PLMN 内の SGSN と GGSN の間に置きます。

Gp インターフェースにセキュリティデバイスを実装すると、PLMN を他の PLMN から保護する

ことができます。Gp インターフェース上の GTP トンネルをセキュアにするには、PLMN の SGSN

と GGSN をセキュリティ デバイスの後に置きます。こうすることによって、行き来するすべて

のトラフィックがファイアウォールを通ることになります。

1306ページの図130は、Gp および Gn インターフェースでの PLMN の保護に使用する Juniper

Networks SRX シリーズ デバイスの実装を示しています。

図 130: Gp および Gn インターフェース
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Gi インターフェース

Gi インターフェースにセキュリティ デバイスを実装すると、複数のネットワークに対して同

時にトラフィックを制御し、PLMN をインターネットおよび外部ネットワークから保護し、モバ

イル ユーザーをインターネットやその他のネットワークから守ります。Junos OS は、多くの

仮想ルーターを提供することによって顧客ネットワークごとに 1 つの仮想ルーターを使用する

ことが可能となり、それによりそれぞれの顧客ネットワークのトラフィックを分離することが

できます。

セキュリティ デバイスは、IPSec バーチャル プライベート ネットワーク（VPN）トンネル用

のレイヤ 2 トンネリング プロトコル（L2TP: Layer 2 Tunneling Protocol）を使用して、パ

ケットをインターネットあるいは宛先 ネットワークにセキュアな状態で転送できます。（ただ

し SRX シリーズ デバイスは、L2TP を完全にはサポートしていません。）

1307ページの図131は Gi インターフェースの PLMN を保護するセキュリティ デバイスの実装を

示しています。

図 131: Gi インターフェース
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動作モード

ScreenOS は GTP において、透過モードとルート モードの 2 つのインターフェース動作モー

ドをサポートしています。セキュリティ デバイスをネットワークのルーティング インフラに
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加えたい場合、ルート モードで使用します。これにはネットワークのデザイン変更がいくらか

必要となります。もしくはネットワーク全体を再構成することなく、既存のネットワークに透

過モードでセキュリティ デバイスを実装することもできます。透過ードでは、セキュリティ

デバイスはレイヤ 2 スイッチまたはブリッジの役割を果たし、インターフェースの IP アドレ

スは 0.0.0.0 に設定され、セキュリティ デバイスはユーザーに対して見えない、つまり透明

になります。

GTP 検査が無効化されているインターフェースおよびポリシに対して、Junos OS はネットワー

ク アドレス変換（NAT: Network Address Translation）をサポートします。

現在 Junos OS では、ルート モードはアクティブ/パッシブおよびアクティブ/アクティブの

シャーシ クラスタをサポートしています。透過モードはアクティブ/パッシブのみをサポート

しています。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• セキュリティ デバイス用 Junos OS レイヤ 2 バインディングおよびスイッチ設定ガイド

• 1029ページのシャーシ クラスタの概要

ポリシ ベース GTP

• ポリシ ベース GTP について理解する 1308ページ

• 例：ポリシで GTP 検査を有効にする 1309ページ

ポリシ ベース GTP について理解する

デフォルトでは、Juniper Networks デバイスが保護している PLMN（Public Land Mobile

Network）は Trust ゾーンにあります。デバイスは Trust ゾーンの PLMN を他のゾーンの PLMN

から守ります。PLMN を保護する対象の他の PLMN すべてを Untrust ゾーンに入れることもで

きますが、各 PLMN に対してユーザー定義のゾーンを作成することも可能です。PLMN は 1 つ

または複数のセキュリティゾーンを占めることができます。

ポリシを作成して、ゾーンと PLMN の間をトラフィックがフローできるようにします。ポリシ

にはトラフィックを許可、拒否、またはトンネルするルールが含まれています。デバイスは、

すべての GTP パケットを GTP トラフィックを制御するポリシに照らしてチェックし、続いて

これらのポリシに従ってパケットを転送、ドロップ、またはトンネリングすることによって、

GTP（GPRS Tunneling Protocol）ポリシ フィルタリングを行います。

ポリシの GTP サービスを選択することによって、デバイスが GTP トラフィックを許可、拒否、

またはトンネルできるようにします。しかしこれではデバイスは GTP トラフィックを検査しま

せん。デバイスで GTP トラフィック検査を行うには、ポリシに対し GTP 設定（GTP 検査オブ

ジェクトとも呼ばれる）を適用する必要があります。

1 つのポリシに適用できる GTP 検査オブジェクトは 1 つです。ただし 1 つの GTP 検査オブ

ジェクトを複数のポリシに適用することは可能です。ポリシを使い、サービング GPRS サポー

ト ノード（SGSN）などの特定のピアから GTP トンネルの確立を許可または拒否できます。

ソースまたは宛先ゾーンを「任意」としてポリシを設定することもできます（これによりゾー

ン内のすべてのホストが含まる）。また複数のソースおよび宛先アドレスを指定するポリシも

設定できます。
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ポリシではトラフィックのログを有効にできます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

例：ポリシで GTP 検査を有効にする

この例では、ポリシで GTP 検査を有効にする方法を示しています。

• 要件 1309ページ

• 概要 1309ページ

• 設定 1309ページ

• 確認 1312ページ

要件

まず GTP を有効化した後でデバイスを再起動する必要があります。デフォルトでは GTP は無

効です。

概要

この例では、インターフェースを ge-0/0/1 および ge-0/0/2 として設定し、アドレスは

2.0.0.254/8 および 3.0.0.254/8 です。次にセキュリティ ゾーンを設定し、アドレスを

2.0.0.5/32 および 3.0.0.6/32 に指定します。セキュリティ ポリシで GTP サービスを有効化

することによって、同じ PLMN 内の 2 つのネットワーク間の双方向トラフィックを許可しま

す。

設定

CLI 簡単構成 ポリシ内の GTP 検査をすばやく設定するには、以下のコマンドをコピーして CLI にペースト

します。

[edit]

set security gprs gtp profile gtp1

set interfaces ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.0.0.254/8

set interfaces ge-0/0/2 unit 0 family inet address 3.0.0.254/8

set security zones security-zone sgsn interfaces ge-0/0/1.0 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone sgsn host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone ggsn interfaces ge-0/0/2.0 host-inbound-traffic

system-services all

set security zones security-zone ggsn host-inbound-traffic protocols all

set security zones security-zone sgsn address-book address local-sgsn 2.0.0.5/32

set security zones security-zone ggsn address-book address remote–ggsn 3.0.0.6/32

set security policies from-zone sgsn to-zone ggsn policy sgsn_to_ggsn match source-address

local-sgsn destination-address remote–ggsn application junos-gprs-gtp

set security policies from-zone sgsn to-zone ggsn policy sgsn_to_ggsn then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp1

set security policies from-zone ggsn to-zone sgsn policy ggsn_to_sgsn match source-address

remote–ggsn destination-address local–sgsn application junos-gprs-gtp

set security policies from-zone ggsn to-zone sgsn policy sgsn_to_ggsn then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp1

1309Copyright © 2011, Juniper Networks, Inc.

第43章: ジェネラル パケット ラジオ サービス



ステップごとの手順 以下の例では、設定階層のさまざまなレベルに移動する必要があります。手順については「設

定モードで CLI Editor を使用する」を参照してください。

ポリシに GTP 検査を設定するには、次の操作を行います。

1. GTP を有効化します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp enable

user@host# commit

user@host# exit

user@host# request system reboot

注:

2. GTP 検査オブジェクトを作成します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

3. インターフェースを設定します。

[edit interfaces]

user@host# set ge-0/0/1 unit 0 family inet address 2.0.0.254/8

user@host# set ge-0/0/2 unit 0 family inet address 3.0.0.254/8

4. セキュリティ ゾーンを設定します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone sgsn interfaces ge-0/0/1.0

user@host# set security-zone sgsn host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone sgsn host-inbound-traffic protocols all

user@host# set security-zone ggsn interfaces ge-0/0/2.0

user@host# set security-zone ggsn host-inbound-traffic system-services all

user@host# set security-zone ggsn host-inbound-traffic protocols all

5. アドレスを指定します。

[edit security zones]

user@host# set security-zone sgsn address-book address local-sgsn 2.0.0.5/32

user@host# set security-zone ggsn address-book address remote–ggsn 3.0.0.6/32

6. セキュリティ ポリシで GTP を有効にします。

[edit security policies]

user@host# set from-zone sgsn to-zone ggsn policy sgsn_to_ggsn match source-address

local-sgsn destination-address remote–ggsn application junos-gprs-gtp

user@host# set from-zone sgsn to-zone ggsn policy sgsn_to_ggsn then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp1

user@host# set from-zone ggsn to-zone sgsn policy ggsn_to_sgsn match source-address

remote–ggsn destination-address local–sgsn application junos-gprs-gtp

user@host# set from-zone ggsn to-zone sgsn policy sgsn_to_ggsn then permit

application-services gprs-gtp-profile gtp1

結果 設定モードから show security コマンドを入力して設定を確認します。意図したとおりの設定

が表示されていない場合、この例の設定手順を繰り返して設定内容を修正してください。
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この show security コマンド出力は、この例に関連する設定のみに省略されています。システ

ム上の他の設定は（...）で示されています。

[edit]

user@host# show security

...

gprs {

gtp {

profile gtp1;

}

}

zones {

security-zone Trust {

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

...

security-zone sgsn {

address-book {

address local-sgsn 2.0.0.5/32;

}

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {

ge-0/0/1.0;

}

}

security-zone ggsn {

address-book {

address remoteggsn 3.0.0.6/32;

}

host-inbound-traffic {

system-services {

all;

}

protocols {

all;

}

}

interfaces {
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ge-0/0/2.0;

}

}

}

policies {

from-zone sgsn to-zone ggsn {

policy sgsn_to_ggsn {

match {

source-address local-sgsn;

destination-address remoteggsn;

application junos-gprs-gtp;

}

then {

permit {

application-services {

gprs-gtp-profile gtp1;

}

}

}

}

}

from-zone ggsn to-zone sgsn {

policy ggsn_to_sgsn {

match {

source-address remoteggsn;

destination-address localsgsn;

application junos-gprs-gtp;

}

}

policy sgsn_to_ggsn {

then {

permit {

application-services {

gprs-gtp-profile gtp1;

}

}

}

}

}

default-policy {

permit-all;

}

}

...

デバイスの設定が完了したら、設定モードから commit を入力します。

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、以下のタスクを実行します。

• ポリシで GTP 検査を確認にする 1312ページ

ポリシで GTP 検査を確認にする

目的 GTP が有効であることを確認します。
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アクション 動作モードから show security コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

GTP 検査オブジェクト

• GTP 検査オブジェクトについて理解する 1313ページ

• 例：GTP 検査オブジェクトの作成 1313ページ

GTP 検査オブジェクトについて理解する

デバイスで GPRS トンネリング プロトコル（GTP）トラフックの検査を行うには、GTP 検査オ

ブジェクトを作成し、ポリシに適用する必要があります。GTP 検査オブジェクトは柔軟性が高

く、異なるGTP 設定を実施するポリシを複数設定することができます。ソース ゾーン、宛先

ゾーン、アドレス、アクションなどに基づいて GTP トラフィックを異なる方法で制御するよ

う、デバイスを設定できます。

GTP 機能を設定するには、GTP 設定のコンテキストを入力する必要があります。CLI に設定を

保存するには、まず GTP 設定を終了し、save コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

例：GTP 検査オブジェクトの作成

この例では、GTP 検査オブジェクトを作成する方法を示しています。

• 要件 1313ページ

• 概要 1313ページ

• 設定 1313ページ

• 確認 1314ページ

要件

この機能を設定する前に、デバイス初期化以外の設定は必要ありません。

概要

この例では LA-NY という名前の GTP 検査オブジェクトを作成します。デフォルト値のほとん

どはそのままにします、シーケンス番号検証機能を有効にします。

設定

ステップごとの手順 ポリシに GTP オブジェクトを設定するには、次の操作を行います。

1. GTP 検査オブジェクトを作成します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile la-ny

2. シーケンス番号検証を有効にします。

[edit]
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user@host# set security gprs gtp profile la-ny seq-number-validated

3. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1313ページのGTP 検査オブジェクトについて理解する

GTP メッセージ フィルタリング

• GTP メッセージ フィルタリングについて理解する 1314ページ

• GTP メッセージ長のフィルタリング 1314ページ

• GTP メッセージ タイプのフィルタリング 1315ページ

• GTP メッセージレートの制限 1319ページ

• GTP シーケンス番号検証 1320ページ

• GTP IP フラグメント化について理解する 1322ページ

GTP メッセージ フィルタリングについて理解する

デバイスが GPRS トンネリング プロトコル（GTP）パケットを受け取ると、デバイスに設定さ

れているポリシとパケットを照合します。パケットがポリシに適合すると、ポリシに適用され

ている GTP 構成に従ってデバイスがパケットを検査します。パケットがどの GTP 設定パラメー

タにも一致しなかった場合、GTP 検査オブジェクトの設定に基づいてデバイスがパケットをパ

スあるいはドロップします。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

GTP メッセージ長のフィルタリング

• GTP メッセージ長のフィルタリングについて理解する 1314ページ

• 例：GTP メッセージ長の設定 1315ページ

GTP メッセージ長のフィルタリングについて理解する

指定した最小または最長メッセージ長を満たさないパケットをドロップするよう、デバイスを

設定できます。GPRS トンネリング プロトコル（GTP）ヘッダには、メッセージ長フィールドに

GTP ペイロードの長さがオクテットで示されています。GTP ヘッダ自体の長さ、UDP ヘッダ、

および IP ヘッダは含まれていません。GTP メッセージ長のデフォルトの最小値と最大値は、

それぞれ 0 および 65,535 バイトです。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•
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例：GTP メッセージ長の設定

この例は、GTP メッセージ長の設定方法を示しています。

• 要件 1315ページ

• 概要 1315ページ

• 設定 1315ページ

• 確認 1315ページ

要件

この機能を設定する前に、デバイス初期化以外の設定は必要ありません。

概要

この例では、GPRS 検査オブジェクトに対し、最小 GTP メッセージ長を 8 オクテット、最大

GTP メッセージ長を 1,200 オクテットに設定します。

設定

ステップごとの手順 GTP メッセージ長を設定するには、次の操作を行います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. 最小メッセージ長を設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 min-message-length 8

3. 最大メッセージ長を設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 max-message-length 1200

4. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

GTP メッセージ タイプのフィルタリング

• GTP メッセージ タイプのフィルタリングについて理解する 1316ページ

• 例：GTP メッセージ タイプの許可および拒否 1316ページ

• サポートされている GTP メッセージ タイプ 1317ページ
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GTP メッセージ タイプのフィルタリングについて理解する

GPRS トンネリング プロトコル（GTP）パケットをフィルタリングし、メッセージ タイプに基

づいて許可または拒否するよう、デバイスを設定できます。デフォルトでは、デバイスはすべ

ての GTP メッセージ タイプを許可します。

GTP メッセージ タイプには 1 つ以上のメッセージが含まれています。あるメッセージ タイプ

を許可または拒否すると、自動的に指定したタイプのすべてのメッセージが許可または拒否さ

れます。例えば sgsn-context メッセージ タイプをドロップするよう指定すると、

sgsn-context-request、sgsn-context-response、および sgsn-context-acknowledge メッセー

ジがドロップされます。

メッセージ タイプは GTP バージョン番号に基づいて許可または拒否します。例えばあるバー

ジョンのメッセージ タイプを拒否する一方、他のバージョンのメッセージ タイプを許可する

ことができます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

例：GTP メッセージ タイプの許可および拒否

この例は、GTP メッセージ タイプを許可および拒否する方法を示しています。

• 要件 1316ページ

• 概要 1316ページ

• 設定 1316ページ

• 確認 1317ページ

要件

この機能を設定する前に、デバイス初期化以外の設定は必要ありません。

概要

この例では、gtp1 プロファイルに対し、バージョン 1 について error-indication および

failure-report メッセージ タイプをドロップするようデバイスを設定しています。

設定

ステップごとの手順 GTP メッセージ タイプを許可および拒否するには、次の操作を行います。

1. デバイスを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. error-indication をドロップします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 drop error-indication 1

3. エラー レポート メッセージをドロップします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 drop failure-report 1

4. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。
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[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

サポートされている GTP メッセージ タイプ

1317ページの表119は、GTP リリース 1997 および 1999（GTP のチャージング メッセージを含

む）でサポートされている GTP メッセージと、GTP メッセージ タイプ フィルタリングの設定

に使用できるメッセージ タイプを示しています。

表119: GTP メッセージ

バージョン 1バージョン 0メッセージ タイプメッセージ

bcreate-aa-pdpcreate AA pdp context request

bcreate-aa-pdpcreate AA pdp context response

bbcreate-pdpcreate pdp context request

bbcreate-pdpcreate pdp context response

bbdata-recorddata record request

bbdata-recorddata record response

bdelete-aa-pdpdelete AA pdp context request

bdelete-aa-pdpdelete AA pdp context response

bbdelete-pdpdelete pdp context request

bbdelete-pdpdelete pdp context response

bbechoecho request

bbechoecho response

bberror-indicationerror indication

bbfailure-reportfailure report request

bbfailure-reportfailure report response

bbfwd-relocationforward relocation request
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表119: GTP メッセージ （続き）

バージョン 1バージョン 0メッセージ タイプメッセージ

bbfwd-relocationforward relocation response

bbfwd-relocationforward relocation complete

bbfwd-relocationforward relocation complete

acknowledge

bbfwd-srns-contextforward SRNS context

bbfwd-srns-contextforward SRNS context acknowledge

bbidentificationidentification request

bbidentificationidentification response

bbnode-alivenode alive request

bbnode-alivenode alive response

bbnote-ms-presentnote MS GPRS present request

bbnote-ms-presentnote MS GPRS present response

bbpdu-notificationpdu notification request

bbpdu-notificationpdu notification response

bbpdu-notificationpdu notification reject request

bbpdu-notificationpdu notification reject response

bbran-infoRAN info relay

bbredirectionredirection request

bbredirectionredirection response

bbrelocation-cancelrelocation cancel request

bbrelocation-cancelrelocation cancel response

bbsend-routesend route info request

bbsend-routesend route info response

bbsgsn-contextsgsn context request
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表119: GTP メッセージ （続き）

バージョン 1バージョン 0メッセージ タイプメッセージ

bbsgsn-contextsgsn context response

bbsgsn-contextsgsn context acknowledge

bbsupported-extensionsupported extension headers

notification

bbgtp-pdug-pdu

bbupdate-pdpupdate pdp context request

bbupdate-pdpupdated pdp context response

bbversion-not-supportedversion not supported

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

GTP メッセージレートの制限

• GTP メッセージレートの制限について理解する 1319ページ

• 例：GTP メッセージ レートの制限 1320ページ

GTP メッセージレートの制限について理解する

GSN（GPRS Support Node）に向かうネットワーク トラフィックのレートを制限するよう、デバ

イスを設定できます。GGSN トンネリング プロトコル コントロール（GTP-C）メッセージに個

別のしきい値をパケット/秒で設定できます。GTP-C メッセージは処理と応答が必要なため、GSN

が過負荷状態になる可能性があります。GTP-C メッセージにレート制限を設定することによっ

て、GSN を次のような DoS（Denial of Service）攻撃からを守ることができます。

• 境界ゲートウェイ帯域幅の飽和—PLMN（Public Land Mobile Network） と同じ GRX（GPRS

Roaming Exchange）に接続している悪質なオペレータがボーダー ゲートウェイに多量のネッ

トワーク トラフィックを差し向けることにより、正当なトラフィック用の帯域が PLMN との

間で不足し、これによりネットワークへのローミング アクセスまたはネットワークからの

ローミング アクセスが拒否される可能性が生じます。

• GTP フラッド—GPRS トンネリング プロトコル（GTP）は GSN をフラッドさせ、CPU サイクル

に不正なデータを処理させることができます。これにより加入者がローミングしたり、外部

ネットワークにデータを転送したり、また GPRS（General Packet Radio Service）がネット

ワークに接続できなくなります。

この機能はJuniper Networks デバイスから各 GSN に送信されるトラフィックのレートを制限

します。デフォルトのレートは「無制限」です。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•
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例：GTP メッセージ レートの制限

この例は、GTP メッセージ レートを制限する方法を示しています。

• 要件 1320ページ

• 概要 1320ページ

• 設定 1320ページ

• 確認 1320ページ

要件

この機能を設定する前に、デバイス初期化以外の設定は必要ありません。

概要

この例では、受信 GTP メッセージのレートを毎秒 300 パケットに制限します。

設定

ステップごとの手順 GTP メッセージ レートを設定するには、次の操作を行います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. 制限レートを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 rate-limit 300

3. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

GTP シーケンス番号検証

• GTP シーケンス番号検証について理解する 1320ページ

• 例：GTP シーケンス番号検証を有効化する 1321ページ

GTP シーケンス番号検証について理解する

シーケンス番号の検証を行うようデバイスを設定できます。

GPRS トンネリング プロトコル（GTP）パケットのヘッダにはシーケンス番号フィールドがあり

ます。この番号は GTP パケットを受信している GGSN（ゲートウェイ GPRS サポート ノード）

に対して、パケットの順序を示します。パケットデータ プロトコル（PDP）コンテキスト アク

ティブ化段階において、送信 GGSN はトンネルを通して他の GGSN に送信する最初の G-PDU に
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対してゼロ (0) をシーケンス番号とします。送信 GGSN は、その後に送信する各 G-PDU に対

しシーケンス番号を 1 つずつ増やしていきます。65,535 に到達すると、値はゼロにリセット

されます。

PDP コンテキスト アクティブ化段階において、受信側 GGSN は自身のカウンタをゼロにリセッ

トします。そのため、受信側 GGSN が有効な G-PDU を受け取るたびに、GGSN はカウンターを

1 つ増します。65,535 に到達すると、カウンターはゼロにリセットします。

通常、受信側 GGSN は受け取ったパケットのシーケンス番号をカウンタのシーケンス番号と比

較します。番号が一致する場合、GGSN はパケットを転送します。番号が異なる場合、GGSN は

パケットをドロップします。GGSN 間に Juniper Networks デバイスを実装することにより、デ

バイスは GGSN に対してこの検証を実行することができ、番号順に届かなかったパケットはド

ロップします。この機能は無効なパケットを不必要に処理することを防くことによって、GGSN

リソースを節約します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

例：GTP シーケンス番号検証を有効化する

この例では、GTP シーケンス番号検証機能を有効化する方法について示します。

• 要件 1321ページ

• 概要 1321ページ

• 設定 1321ページ

• 確認 1322ページ

要件

この機能を設定する前に、デバイス初期化以外の設定は必要ありません。

概要

この例では、GTP プロファイルを as gtp1 と設定してシーケンス番号検証機能を有効化しま

す。

設定

ステップごとの手順 GTP シーケンス番号検証機能を有効にするには、次の操作を行います。

1. GTP プロファイルを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. シーケンス番号検証を有効にします。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 seq-number-validated

3. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit
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確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1320ページのGTP シーケンス番号検証について理解する

GTP IP フラグメント化について理解する

GPRS トンネリング プロトコル（GTP）パケットは、メッセージ本文と、GTP、UDP、および IP

の 3 つのヘッダで構成されています。最終的な IP パケットが転送リンクの最大送信単位（MTU）

より大きい場合、送信サービング GPRS サポート ノード（SGSN）またはゲートウェイ GPRS サ

ポート ノード（GGSN）が IP フラグメント化を行います。

デフォルトでは、デバイスは完全な GTP メッセージを受信するまで IP フラグメントをバッ

ファし、その後 GTP メッセージを検査します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

GTP 情報要素

• GTP 情報要素について理解する 1322ページ

• GTP APN フィルタリング 1322ページ

• GTP IMSI プレフィックス フィルタリング 1324ページ

• GTP R6 情報要素 1326ページ

GTP 情報要素について理解する

情報要素（IE）は、すべての GPRS トンネリング プロトコル（GTP）コントロール メッセージ

パケットに含まれています。IE は、GTP トンネルの作成、変更、削除、ステータス等の GTP

トンネルに関する情報を提供します。Junos OS は、3GPP（Third–Generation Partnership

Project）リリース 6 に整合する IE をサポートしています。オペレータとの間で 3GPP の以

前のリリースの実行について契約で合意している場合、サポートされていない IE を含むコン

トロール メッセージを制限することで、ネットワーク オーバーヘッドを減らすことが可能で

す。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

GTP APN フィルタリング

• GTP APN フィルタリングについて理解する 1322ページ

• 例：GTP APN と選択モードの設定 1324ページ

GTP APN フィルタリングについて理解する

アクセス ポイント名（APN）は、ネットワークへの到達方法に関する情報を提供する、GPRS ト

ンネリング プロトコル（GTP）のヘッダに含まれている情報要素（IE）です。APN は 2 つの要

素から成ります。
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• ネットワーク ID—mobiphone.com などの外部ネットワークの名前を識別する ID。

• オペレータ ID—mnc123.mcc456 等のオペレータの公衆陸上移動体ネットワーク（PLMN）を一

意的に識別する ID。

デフォルトでは、デバイスはすべての APN を許可します。しかし、外部ネットワークへのロー

ミング サブスクライバへのアクセスを制限する APN フィルタリングを実行するよう、デバイ

スを設定することも可能です。

APN フィルタリングを有効化するには、1 つ以上の APN を指定する必要があります。APN を指

定するには、ネットワークのドメイン名（たとえば mobiphone.com）、および任意でオペレー

タ ID を知っておく必要があります。APN のドメイン名（ネットワーク ID）の部分が非常に長

く多くの文字を含む可能性があるため、APN の最初の文字にワイルドカードである「*」を使用

することができます。ワイルドカードを使用すると、APN は mobiphone.com に限られず、

mobiphone.com の前に他の文字があるものも含まれます。

また APN に選択モードを設定する必要があります。選択モードは APN の元の場所と、ホーム

ロケーション レジスタ（HLR）が user-subscription を検証したかどうかを示します。ネット

ワークのセキュリティ ニーズに従って、選択モードを設定します。選択モードには以下が含ま

れます。

• 移動端末—移動端末が提供する APN、サブスクリプションは検証されていない。

この選択モードは、移動端末（MS）が APN を提供し、HLR がネットワークへのユーザ サブ

スクリプションを検証しなかったことを示します。

• ネットワーク—ネットワーク提供の APN、サブスクリプションは検証されていない。

この選択モードは、MS が指定しなかったためにネットワークがデフォルトの APN を提供し

たことを示し、HLR がネットワークに対してユーザー サブスクリプションを検証しなかった

ことを示します。

• 検証済み—MS またはネットワーク提供の APN、サブスクリプションは検証済み。

この選択モードは、MS またはネットワークが APN を提供し、HLR がネットワークに対して

ユーザ サブスクリプションを検証したことを示します。

APN フィルタリングは create-pdp-request メッセージに対してのみ適用されます。APN フィ

ルタリングを実行しているとき、デバイスは GTP パケットを検査して、設定された APN と一

致する APN を探します。GTP パケットの APN が指定した APN と一致する場合、デバイスは次

に選択モードを検証し、APN と選択モードの両方が指定した APN と選択モードに一致する場合

のみ、GTP パケットを転送します。APN フィルタリングは完全一致に基づいているため、APN

サフィックスの設定でワイルドカード「 * 」を使用することによって、認証すべき APN が間

違って排除されることを防ぐことができます。デバイスは一致しない他のすべての APN を自動

的に拒否します。

さらにデバイスは、International Mobile Subscriber Identity（IMSI）プレフィックスと APN

との組み合わせに基づいて GTP パケットをフィルタリングすることもできます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•
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例：GTP APN と選択モードの設定

この例は、GTP APN と選択モードの設定方法を示しています。

• 要件 1324ページ

• 概要 1324ページ

• 設定 1324ページ

• 確認 1324ページ

要件

この機能を設定する前に、デバイス初期化以外の設定は必要ありません。

概要

この例では mobiphone.com.mnc123.mcc456.gprs を GTP APN として設定し、ワイルドカード

「*」を使用します。また選択モードをネットワークに設定します。

設定

ステップごとの手順 GTP APN と選択モードを設定するには、次の操作を行います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. APN の選択モードを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 apn *mobiphone.com.mnc123.mcc456.gprs

mcc-mnc * action selection net

3. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

GTP IMSI プレフィックス フィルタリング

• GTP パケットの IMSI プレフィックス フィルタリングについて理解する 1324ページ

• 例：IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせて設定する 1325ページ

GTP パケットの IMSI プレフィックス フィルタリングについて理解する

GPRS サポート ノード（GSN）は、国際移動端末 ID（IMSI）により移動端末（MS）を識別しま

す。IMSI は、モバイル国コード（MCC）、モバイル ネットワーク コード（MNC）、モバイル

サブスクライバ ID 番号（MSIN）の 3 つの要素で構成されています。MCC と MNC は共に IMSI
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プレフィックスを構成し、モバイル サブスクライバのホーム ネットワークまたは公衆陸上移

動体ネットワーク（PLMN）を識別します。

IMSI プレフィックスを設定することによって、ローミング パートナからでない GPRS トンネ

リング プロトコル（GTP）トラフィックを拒否するよう、デバイスを設定できます。デフォル

トでデバイスは GTP パケットに IMSI プレフィックス フィルタリングを行いません。IMSI プ

レフィックスを設定することによって、create pdp request メッセージだけをフィルタリング

し、指定した IMSI プレフィックスと一致する GTP パケットだけを許可するよう、デバイスを

設定できます。デバイスは、指定した IMSI プレフィックスのいずれとも一致しない IMSI プ

レフィックスを持った GTP パケットを許可します。指定した IMSI プレフィックスと一致しな

い IMSI プレフィックスを持つ GTP パケットをブロックするには、IMSI フィルタに明示ワイ

ルドカードを使用します。ドロップ アクションは最後の IMSI プレフィックス フィルタリン

グ ポリシとなります。

IMSI プレフィックスに基づいて GTP パケットをフィルタリングする場合、APN も指定する必

要があります。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

例：IMSI プレフィックスと APN フィルタを組み合わせて設定する

この例は、IMSI プレフィックスと APN フィルタを設定し組み合わせる方法を示しています。

• 要件 1325ページ

• 概要 1325ページ

• 設定 1325ページ

• 確認 1326ページ

要件

この機能を設定する前に、デバイス初期化以外の設定は必要ありません。

概要

この例では mobiphone.com.mnc123.mcc456.gprs を APN として設定し、ワイルドカード「*」

を使用します。このAPN には、すべての選択モードを許可します。また既知の PLMN の IMSI

プレフィックスを 246565 に設定します。 MCC-MNC ペアは 5 または 6 桁です。

設定

ステップごとの手順 IMSI プレフィックスと APN フィルタを設定し組み合わせるには、次の操作を行います。

1. GTP プロファイルを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. APN の選択モードを設定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 apn *mobiphone.com.mnc123.mcc456.gprs

mcc-mnc 246565 action pass

3. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。
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[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

• 1324ページのGTP パケットの IMSI プレフィックス フィルタリングについて理解する

GTP R6 情報要素

• R6 情報要素の削除について理解する 1326ページ

• 例：GTP メッセージから R6 情報要素を削除する 1326ページ

• サポートされる R6 情報要素 1327ページ

R6 情報要素の削除について理解する

Third–Generation Partnership Project（3GPP）R6 情報要素（IE）削除機能によって、

Second–Generation Partnership Project（2GPP）および 3GPP ネットワーク間のローミングの

相互運用性を維持することができます。公衆陸上移動体ネットワーク（PLMN）と GPRS ローミ

ング エクスチェンジ（GRX）の境界上で Gp ファイアウォールとして機能する GPRS トンネリ

ング プロトコル（GTP）対応の Juniper Networks デバイスを、パケットが 2GPP ネットワー

クを過ぎるときに GTP パケット ヘッダから 3GPP 固有の属性を削除よう、設定することがで

きます。GTP メッセージをゲートウェイ GPRS サポート ノード（GGSN）に送信する前に、RAT、

RAI、ULI、IMEI-SV、およびアクセス ポイント名（APN）制限を GTP メッセージから取り除く

よう、デバイスを設定できます。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

例：GTP メッセージから R6 情報要素を削除する

この例は、GTP メッセージから R6 情報要素を削除する方法について示しています。

• 要件 1326ページ

• 概要 1326ページ

• 設定 1327ページ

• 確認 1327ページ

要件

この機能を設定する前に、デバイス初期化以外の設定は必要ありません。

概要

この例では、新たに追加された R6 IE（RAT、ULI、IMEI‐SV、および APN 制限）を GTP メッ

セージから外すよう、セキュリティ デバイスの GP インターフェースを設定します。
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設定

ステップごとの手順 GTP メッセージから R6 情報要素を削除するには、次の操作を行います。

1. GTP プロファイルを指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1

2. 情報要素を指定します。

[edit]

user@host# set security gprs gtp profile gtp1 remove-r6

3. デバイスの設定が完了したら、設定を確定します。

[edit]

user@host# commit

確認

設定が正しく機能しているかを確認するには、show security gprs コマンドを入力します。

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

サポートされる R6 情報要素

Junos OS は、1327ページの表120に示したすべての GTP の 3GPP R6 IE をサポートしています。

表120: サポートされている情報要素

情報要素IE タイプ値

原因1

International Mobile Subscriber Identity（IMSI）2

ルーティング エリア アイデンティティ（REI）3

テンポラリ ロジカル リンク アイデンティティ（TLLI）4

パケット TMSI（P-TMSI）5

並べ替えが必要8

認証トリプレット9

MAP 原因11

P-TMSI 署名12

MS 認証済み13

リカバリ14
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表120: サポートされている情報要素 （続き）

情報要素IE タイプ値

選択モード15

トンネル エンドポイント ID データ 116

トンネル エンドポイント ID コントロール プレーン17

トンネル エンドポイント ID データ 218

ティアダウン ID19

NSAPI20

RANAP 原因21

RAP コンテキスト22

無線優先度 SMS23

無線優先度24

パケット フロー ID25

課金特性26

トレース リファレンス27

トレース タイプ28

MS 到達不能の理由29

課金 ID127

エンド ユーザー アドレス128

MM コンテキスト129

PDP コンテキスト130

アクセス ポイント名131

プロトコル設定オプション132

GSN アドレス133

MS 国際 PSTN/ISDN 番号（MSISDN）134

通信品質プロファイル135
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表120: サポートされている情報要素 （続き）

情報要素IE タイプ値

認証クゥインタプレット136

トラフィック フロー テンプレート137

ターゲット ID138

UTRAN トランスペアレント コンテナ139

RAB セットアップ情報140

エクステンション ヘッダ タイプ リスト141

トリガ ID142

OMC ID143

RAN トランスペアレント コンテナ144

PDP コンテキスト優先化145

追加 RAB セットアップ情報146

SGSN 番号147

共通フラグ148

APN 制限149

無線優先度 LCS150

RAT タイプ151

ユーザ ロケーション情報152

MS タイムゾーン153

IMEI-SV154

CAMEL 課金情報コンテナ155

MBMS UE コンテキスト156

Temporary Mobile Group Identity（TMGI）157

RIM ルーティング アドレス158

MBMS プロトコル設定オプション159
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表120: サポートされている情報要素 （続き）

情報要素IE タイプ値

MBMS サービス エリア160

ソース TNC PDCP コンテキスト情報161

追加トレース情報162

ホップ カウンタ163

選択された PLMN ID164

MBMS セッション ID165

MBMS2G/3G インジケータ166

強化型 NSAPI167

MBMS セッション時間168

追加 MBMS トレース情報169

課金ゲートウェイ アドレス251

プライベート エクステンション255

関連項目 SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス•

GGSN リダイレクションについて理解する

Junos OS は GPRS トンネリング プロトコル（GTP）トラフィックおよびゲートウェイ GPRS サ

ポート ノード（GGSN）リダイレクトをサポートしています。GGSN（X）は create-pdp-context

応答を送信し、それにより後続の GTP-C と GTP-U メッセージに対して、異なる GGSN IP アド

レス（GGSN Y と GGSN Z）を指定できます。結果、SGSN は後続の GGSN トンネリング プロト

コル、コントロール（GTP-C）および GGSN トンネリング プロトコル、ユーザー プレーン

(GTP-U) メッセージを GGSN X でなく、GGSN Y および Z に送信します。

関連項目 • SRX シリーズおよび J シリーズ デバイス用 Junos OS 機能サポート リファレンス
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