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第 1 章

最初にお読みください

Cisco IOS XE 16 に関する重要な情報

Cisco IOS XEリリース 3.7.0E（Catalystスイッチング用）および Cisco IOS XEリリース 3.17S（ア
クセスおよびエッジルーティング用）の2つのリリースは、コンバージドリリースの1つのバー
ジョン -Cisco IOSXE16 -に統合されました。この1つのリリースでスイッチングおよびルーティ
ングポートフォリオのアクセスおよびエッジ製品を幅広くカバーしています。

技術構成ガイドの機能情報の表に、機能の導入時期を記載しています。他のプラットフォーム

がその機能をサポートした時期については、記載があるものも、ないものもあります。特定の

機能が、使用しているプラットフォームでサポートされているかどうかを判断するには、製品

のランディングページに掲載された技術構成ガイドを参照してください。技術構成ガイドが

製品のランディングページに表示されると、その機能が該当のプラットフォームでサポート

されているかどうかが示されます。

（注）
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第 2 章

逆ルート注入

逆ルート注入（RRI）とは、リモートトンネルエンドポイントによって保護されているネット
ワークおよびホストのルーティングプロセスに、スタティックルートを自動的に組み込む機能

です。保護されているこれらのホストおよびネットワークは、リモートプロキシアイデンティ

ティと呼ばれます。

各ルートは、リモートプロキシネットワークとマスクを基にして作成され、リモートトンネル

エンドポイントがこのネットワークへのネクストホップとなります。ネクストホップとしてバー

チャルプライベートネットワーク（VPN）のリモートルータを使い、暗号化プロセスによって
トラフィックを強制的に暗号化します。

• 機能情報の確認, 3 ページ

• 逆ルート注入の前提条件, 4 ページ

• 逆ルート注入の制約事項, 4 ページ

• 逆ルート注入に関する情報, 4 ページ

• RRIの設定方法, 5 ページ

• RRIの設定例, 7 ページ

• その他の参考資料, 8 ページ

• RRIの機能情報, 8 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

逆ルート注入の前提条件
• RRIで生成されたスタティックルートの伝播にダイナミックルーティングプロトコルを使
用する場合は、IPルーティングをイネーブルにし、スタティックルートを再配布する必要が
あります。

逆ルート注入の制約事項
スタティッククリプトマップでは、適用済みのクリプトマップに RRIが設定されている場合、
必ずルートが存在します。スタティックマップに常に表示されるルートのデフォルト動作は、

staticキーワードが reverse-routeコマンドに追加されない限り適用されません。

逆ルート注入に関する情報

逆ルート注入

RRIとは、リモートトンネルエンドポイントによって保護されているネットワークとホストの
ルーティングプロセスに、スタティックルートを自動的に組み込む機能です。保護されているこ

れらのホストおよびネットワークは、リモートプロキシアイデンティティと呼ばれます。

各ルートは、リモートプロキシネットワークとマスクを基にして作成され、リモートトンネル

エンドポイントがこのネットワークへのネクストホップとなります。リモート VPNルータをネ
クストホップとして使用することによって、トラフィックは強制的に暗号プロセスを通して暗号

化されます。

VPNルータでスタティックルートが作成されたあと、この情報がアップストリームデバイスに
伝播されます。これにより、アップストリームデバイスでは、IPsec状態フローを維持するための
リターントラフィックの送信先として適切な VPNルータを特定できるようになります。適切な
VPNルータを判定することができれば、サイトで複数の VPNルータを使用してロードバランシ
ングやフェールオーバーを実行する場合や、デフォルトルートでリモート VPNデバイスにアク
セスできない場合に特に役立ちます。ルートは、グローバルルーティングテーブルまたは適切な

Virtual Routing and Forwarding（VRF）テーブルに作成されます。

スタティッククリプトマップテンプレートであってもダイナミッククリプトマップテンプレー

トであっても、RRIはクリプトマップごとに適用されます。この 2つのタイプのマップのデフォ
ルト動作は次のとおりです。
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•ダイナミッククリプトマップでは、ルートは、リモートプロキシの IPsecセキュリティア
ソシエーション（SA）が正常に確立されるとすぐに作成されます。リモートプロキシへの
ネクストホップは、リモートVPNルータ経由となります。リモートVPNルータのアドレス
は、ダイナミッククリプトマップテンプレートの作成中に学習および適用されます。ルー

トは、SAが削除されたあとに削除されます。スタティッククリプトマップの IPsec送信元
プロキシで作成されたルートは、スタティックマップのデフォルト動作であり、クリプト

ACL（次の項目を参照）に基づいたルートの作成よりも優先されます。

•スタティッククリプトマップでは、クリプトアクセスリストに定義されている宛先情報を
基にルートが作成されます。ネクストホップは、クリプトマップにアタッチされている最

初の set peer文から取得します。RRI、ピア、またはアクセスリストがクリプトマップから
削除されると、必ずルートも削除されます。この動作は、以降の項で説明するように、RRI
の拡張機能を追加することで変わります。

RRI の設定方法

スタティッククリプトマップを使用した RRI の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. cryptomap{map-name} { seq-name} ipsec-isakmp
4. reverse-route [static | tag tag-id [static] | remote-peer[static] | remote-peer ip-address [static]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

クリプトマップエントリを作成または変更し、ク

リプトマップコンフィギュレーションモードを開

始します。

cryptomap{map-name} { seq-name} ipsec-isakmp

例：

Router (config)# crypto map mymap 1
ipsec-isakmp

ステップ 3   

クリプトマップエントリのソースプロキシ情報を

作成します。

reverse-route [static | tag tag-id [static] |
remote-peer[static] | remote-peer ip-address
[static]]

ステップ 4   

例：

Router (config-crypto-map)# reverse-route
remote peer 10.1.1.1

ダイナミックマップテンプレートでの RRI の設定

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. cryptodynamic-mapdynamic-map-namedynamic-seq-name
4. reverse-route [static | tag tag-id [static] | remote-peer[static] | remote-peer ip-address [static]]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを

開始します。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

ダイナミッククリプトマップエントリを作

成し、クリプトマップコンフィギュレーショ

ンコマンドモードを開始します。

cryptodynamic-mapdynamic-map-namedynamic-seq-name

例：

Router (config)# crypto dynamic-map mymap 1

ステップ 3   

クリプトマップエントリのソースプロキシ

情報を作成します。

reverse-route [static | tag tag-id [static] |
remote-peer[static] | remote-peer ip-address [static]]

例：

Router (config-crypto-map)# reverse-route remote
peer 10.1.1.1

ステップ 4   

RRI の設定例

Crypto ACL が存在する場合の RRI の設定例
次に、すべてのリモートVPNゲートウェイを192.168.0.3でルータに接続している例を示します。
RRIがスタティッククリプトマップに追加され、cryptoアクセスコントロールリスト（ACL）
で定義されている発信元ネットワークおよび発信元ネットマスクを基にルートを作成します。

crypto map mymap 1 ipsec-isakmp
set peer 10.1.1.1
reverse-route
set transform-set esp-3des-sha
match address 102
Interface FastEthernet 0/0/1
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
standby name group1
standby ip 192.168.0.3
crypto map mymap redundancy group1
access-list 102 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.255.255

2 つのルート（リモートエンドポイント用とルート再帰用）を作成す
る場合の RRI の設定例

次に、クリプトマップが設定されているインターフェイスを介して、リモートエンドポイント用

とリモートエンドポイントへのルート再帰用の 2つのルートを作成する場合の例を示します。

reverse-route remote-peer

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

•『Cisco IOS Security Command Reference
Commands A to C』

•『Cisco IOS Security Command Reference
Commands D to L』

•『Cisco IOS Security Command Reference
Commands M to R』

•『Cisco IOS Security Command Reference
Commands S to Z』

セキュリティコマンド

次世代暗号化推奨暗号化アルゴリズム

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

RRI の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1：RRI の機能情報

機能情報リリース機能名

逆ルート注入（RRI）とは、リ
モートトンネルエンドポイン

トによって保護されているネッ

トワークおよびホストのルー

ティングプロセスに、スタ

ティックルートを自動的に組

み込む機能です。保護されてい

るこれらのホストおよびネット

ワークは、リモートプロキシ

アイデンティティと呼ばれま

す。

各ルートは、リモートプロキ

シネットワークとマスクを基

にして作成され、リモートト

ンネルエンドポイントがこの

ネットワークへのネクストホッ

プとなります。ネクストホッ

プとしてバーチャルプライベー

トネットワーク（VPN）のリ
モートルータを使い、暗号化

プロセスによってトラフィック

を強制的に暗号化します。

この機能に関する詳細について

は、次の各項を参照してくださ

い。

この機能により、次のコマンド

が導入または変更されました。

reverse-route。

Cisco IOS XE Release 2.1逆ルート注入
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第 3 章

『IPsec VPN High Availability Enhancements』

IPsec VPNハイアベイラビリティ拡張機能：逆ルート注入（RRI）およびホットスタンバイルー
タプロトコル（HSRP）と IPsec。これらの 2つの機能を一緒に使用すると、VPNにおけるネッ
トワーク設計を簡素化できるほか、ゲートウェイリストを定義する場合にリモートピアの設定

の複雑さを低減することができます。

セキュリティの脅威と、それに対抗するための暗号化技術は常に変化しています。シスコの最

新の暗号化に関する推奨事項については、『NextGenerationEncryption（NGE）』ホワイトペー
パーを参照してください。

（注）

• 機能情報の確認, 11 ページ

• IPsec VPNハイアベイラビリティ拡張機能に関する情報, 12 ページ

• IPsec VPNハイアベイラビリティ拡張機能の設定方法, 14 ページ

• IPsec VPNハイアベイラビリティ拡張機能の設定例, 20 ページ

• その他の参考資料, 22 ページ

• IPsec VPNハイアベイラビリティ拡張機能の機能情報, 23 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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IPsec VPN ハイアベイラビリティ拡張機能に関する情報

逆ルート注入

逆ルート注入（RRI）は、冗長性やロードバランシングが求められるバーチャルプライベート
ネットワーク（VPN）のネットワーク設計を簡素化します。RRIは、ダイナミッククリプトマッ
プとスタティッククリプトマップのどちらを使用する場合でも適用できます。

RRIには次の利点があります。

•複数の（冗長な）VPNヘッドエンドデバイスがある環境で、IPsecトラフィックを特定の
VPNヘッドエンドデバイスにルーティングできます。

•特に、リモートデバイスのルートフラッピングが多く発生する環境で IKEキープアライブ
を使用するとき、ヘッドエンドデバイス間のリモートセッションの予測可能なフェールオー

バー時間を保証します（ルート収束の効果は考慮されません。これは、使用されるルーティ

ングプロトコルとネットワークの規模によって異なるためです）。

•ルートが動的にアップストリームデバイスで学習されるので、アップストリームデバイス
上でスタティックルートを管理する必要はありません。

ダイナミッククリプトマップと連動する場合、リモートピアが RRI対応のルータとの IPsecセ
キュリティアソシエーション（SA）を確立すると、スタティックルートが、そのリモートピア
によって保護されたサブネットまたはホストごとに作成されます。スタティッククリプトマップ

の場合、スタティックルートが拡張アクセスリストルールの各宛先に対して作成されます。ア

クセスコントロールリスト（ACL）を持つスタティッククリプトマップで RRIを使用すると、
IPsec SAのネゴシエーションがなくても、ルートは常に存在します。

RRIを使用する ACLでは、anyキーワードを使用できません。（注）

作成されたルートは任意のダイナミックルーティングプロトコルに注入され、周囲のデバイスに

配布されます。このトラフィックフローでは、IPsecを正しい SA全体に転送するために適切な
RRIルータに誘導し、IPsecポリシーの不一致およびパケット喪失を回避する必要があります。

次の図は、RRI設定機能のトポロジを示します。リモート Aにルータ Aがサービスを提供し、リ
モート Bはルータ Bに接続します。このようにして、セントラルサイトにある VPNゲートウェ
イ全体にロードバランシングを提供します。セントラルサイトのデバイスのRRIにより、ネット

   VPN アベイラビリティ構成ガイド
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ワーク内部の他のルータは、正しい転送判断を自動的に実行できるようになります。また、RRI
により、内部ルータのスタティックルートを管理する必要がなくなります。

図 1：逆ルート注入設定機能を示すトポロジ

ホットスタンバイルータプロトコルおよび IPsec
ホットスタンバイルータプロトコル（HSRP）は、1つのルータのアベイラビリティに頼らなく
ても、イーサネットネットワークのホストから IPトラフィックをルーティングすることで、ネッ
トワークのハイアベイラビリティを実現します。HSRPは、ICMPRouterDiscoveryProtocol（IRDP）
などのルータディスカバリプロトコルをサポートしないホスト、および選択したルータがリロー

ドしたときまたはオフになったときに新しいルータに切り替える機能を備えていないホストには

特に便利です。この機能がないと、ルータ障害が原因でデフォルトゲートウェイを失うルータは

ネットワークと通信できません。

HSRPは、スタンバイコマンドラインインターフェイス（CLI）コマンドを使用して LANイン
ターフェイス上に設定できます。インターフェイスから、ローカル IPsec IDまたはローカルトン
ネルエンドポイントとしてスタンバイ IPアドレスを使用できます。

スタンバイ IPアドレスをトンネルエンドポイントとして使用すると、HSRPを使用してフェール
オーバーを VPNルータに適用できます。リモート VPNゲートウェイは、HSRPグループ内のア
クティブデバイスに所属するスタンバイアドレスを使用してローカルVPNルータに接続します。
フェールオーバーの際、スタンバイデバイスはスタンバイ IPアドレスの所有権を引き継いで、リ
モート VPNゲートウェイへのサービスを開始します。

フェールオーバーは、HSRPを使用して VPNルータに適用できます。リモート VPNゲートウェ
イは、HSRPグループ内のアクティブデバイスに所属するスタンバイアドレスを使用してローカ
ル VPNルータに接続します。この機能では、定義の必要があるのは HSRPスタンバイアドレス

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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だけなので、ゲートウェイリストの定義に関してリモートピア上での設定の複雑さが軽減されま

す。

次の図は、拡張 HSRP機能のトポロジを示します。トラフィックは、スタンバイグループのアク
ティブ装置である、アクティブルータ Pでサービスが提供されています。フェールオーバーが発
生した場合、トラフィックは、元のスタンバイ装置であるルータ Sに迂回されます。ルータ Sは
新しいアクティブルータの役割を想定し、スタンバイ IPアドレスの所有権を引き継ぎます。

図 2：ホットスタンバイルータプロトコル機能を示すトポロジ

フェールオーバーの場合、HSRPは、VPNルータ間の IPsec状態情報の転送を促進しません。
つまり、この状態の転送が行われない場合、リモートに対する SAが削除され、インターネッ
トキー交換（IKE）および IPsec SAを再確立する必要があります。IPsecフェールオーバーを
さらに効率的に行うために、IKEキープアライブをすべてのルータ上でイネーブルにすること
を推奨します。

（注）

IPsec VPN ハイアベイラビリティ拡張機能の設定方法

ダイナミッククリプトマップでの逆ルート注入の設定

標準スタティッククリプトマップエントリのようなダイナミッククリプトマップエントリは各

セットにグループ化されます。セットは、すべて同じダイナミックマップ名を持つダイナミック

クリプトマップエントリのグループですが、ダイナミックシーケンス番号はそれぞれ異なりま

す。セットの各メンバーは、RRIに設定できます。

ダイナミッククリプトマップエントリを作成し、RRIをイネーブルにするには、この項の手順を
実行します。

   VPN アベイラビリティ構成ガイド
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. cryptodynamic-mapmap-nameseq-num
4. settransform-set
5. reverse-route

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

ダイナミッククリプトマップエントリを作成し、クリプ

トマップコンフィギュレーションモードを開始します。

cryptodynamic-mapmap-nameseq-num

例：

Router(config)# crypto dynamic-map
mymap

ステップ 3   

このクリプトマップエントリで許可するトランスフォーム

セットを指定します。複数のトランスフォームセットをプ

settransform-set

例：

Router(config-crypto-m)#set
transform-set

ステップ 4   

ライオリティの順に表示します（最もプライオリティの高

いものを先頭に表示）。

このエントリは、ダイナミッククリプトマップエントリ

で必要とされる唯一の設定文です。

送信元プロキシの情報を作成します。reverse-route

例：

Router(config-crypto-m)#reverse-route

ステップ 5   

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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スタティッククリプトマップでの逆ルート注入の設定

スタティッククリプトマップに RRIを設定する前に、次の内容に注意してください。

•逆ルートが mymap 2でイネーブルになっていない場合、ルートはアクセスリスト 102に基
づいて作成されません。RRIは、デフォルトでイネーブルになっておらず、ルータ設定に表
示されません。

•アップストリームデバイスに VPNルートを配布するには、ルーティングプロトコルをイ
ネーブルにしてください。

• RRI用に設定された VPNルータ上でシスコエクスプレスフォワーディング（CEF）が実行
されている場合は、ネクストホップデバイスを使用して、RRI注入されたネットワークごと
に隣接を設定する必要があります。これらのルートに対してネクストホップがルーティング

テーブルで明示的に定義されていないので、プロキシ ARPをネクストホップルータ上でイ
ネーブルにする必要があります（このルータによりそのデバイスのレイヤ 2アドレスを使用
して CEF隣接関係を設定できます）。RRI注入ルートが多い場合、RRIルートが表す各サブ
ネットからエントリがデバイスごとに作成されるので、隣接関係テーブルが非常に大きくな

ることがあります。

スタティッククリプトマップセットに RRIを追加するには、この項の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. cryptomapmap-nameseq-numipsec-isakmp
4. setpeerip-address
5. reverse-route
6. matchaddress
7. set transform-settransform-set-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

   VPN アベイラビリティ構成ガイド
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目的コマンドまたはアクション

ダイナミッククリプトマップセットをスタティッククリ

プトマップセットに追加し、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

cryptomapmap-nameseq-numipsec-isakmp

例：

Router(config)#crypto map mymap 3
ipsec-isakmp

ステップ 3   

クリプトマップエントリに対して IPsecピアの IPアドレ
スを指定します。

setpeerip-address

例：

Router(config-if)#set peer
209.165.200.248

ステップ 4   

スタティックルートをクリプトアクセスコントロールリ

スト（ACL）に基づいて動的に作成します。
reverse-route

例：

Router (config-if)#reverse-route

ステップ 5   

クリプトマップエントリの拡張アクセスリストを指定し

ます。

matchaddress

例：

Router(config-if)# match address

ステップ 6   

このクリプトマップエントリで許可するトランスフォー

ムセットを指定します。複数のトランスフォームセット

set transform-settransform-set-name

例：

Router (config-if)# set transform-set
my_t_set1

ステップ 7   

をプライオリティ順（最高のプライオリティのものが最

初）に列挙します。

IPsec を使用した HSRP の設定
IPsecを使用して HSRPを設定する場合、次の条件を満たさなければならないことがあります。

•スタンバイ IPアドレスまたはスタンバイ名をインターフェイス上で変更した場合、HSRPを
インターフェイス上のクリプトマップに適用するときに、クリプトマップを再度適用する

必要があります。

• HSRPがインターフェイス上のクリプトマップに適用され、そのインターフェイスからスタ
ンバイ IPアドレスまたはスタンバイ名を削除した場合、暗号トンネルエンドポイントは、
そのインターフェイスの実際の IPアドレスに再初期化されます。

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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• IPsecフェールオーバーの要件があるインターフェイスにスタンバイ IPアドレスおよびスタ
ンバイ名を追加する場合、適切な冗長情報を使用してクリプトマップを再度適用する必要が

あります。

•スタンバイプライオリティは、アクティブルータとスタンバイルータ上で等しくなる必要
があります。等しくない場合、プライオリティが高いルータがアクティブルータを引き継ぎ

ます。以前アクティブだったルータが再度アップ状態になり、ただちにアクティブロールを

引き継いたためスタンバイの報告がされず同期化しない場合、接続は廃棄されます。

• HSRP追跡されるインターフェイスの、スタンバイルータおよびアクティブルータ上の IP
アドレスは、他方のルータより低く、あるいは高くする必要があります。プライオリティが

等しい（HA要件）場合、HSRPはアクティブ状態に基づいた IPアドレスを割り当てます。
ルータ Aのパブリック IPアドレスはルータ Bのパブリック IPアドレスよりも低いが、プラ
イベートインターフェイスに関してはその逆になるようなアドレッシング方式が存在する場

合、アクティブ/スタンバイとスタンバイ/アクティブのように分裂した状況が発生し、接続
が切断される可能性があります。

IPsecを使用せずに HSRPを設定するには、『IP Application Services Configuration Guide』の
「Configuring IP Services」モジュールを参照してください。

（注）

インターフェイスにクリプトマップセットを適用するには、この項の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetypeslot/port
4. standbynamegroup-name
5. standbyipip-address
6. cryptomapmap-nameredundancy[standby-name]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router>enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configureterminal

例：

Router#configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスを指定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interfacetypeslot/port

例：

Router(config)#interface GigabitEthernet
0/0

ステップ 3   

スタンバイのグループ名を指定します。standbynamegroup-name

例：

Router(config-if)#standby name mygroup

ステップ 4   

スタンバイグループの IPアドレスを指定します。standbyipip-address

例：

Router(config-if)#standby ip
209.165.200.249

ステップ 5   

•グループ内のデバイスごとにこのコマンドが必
要です。

IPsecのトンネルエンドポイントとして IP冗長アド
レスを指定します。

cryptomapmap-nameredundancy[standby-name]

例：

Router (config-if)#crypto map mymap
redundancy

ステップ 6   

VPN IPsec 暗号設定の確認

手順の概要

1. enable
2. showcryptoipsectransform-set
3. showcryptomap [interfaceinterface | tagmap-name]
4. showcryptoipsecsa [mapmap-name | address | identity] [detail]
5. showcryptodynamic-map [tagmap-name]

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場
合）。

トランスフォームセットの設定を表示します。showcryptoipsectransform-set

例：

Router#show crypto ipsec transform-set

ステップ 2   

クリプトマップコンフィギュレーションを表

示します。

showcryptomap [interfaceinterface | tagmap-name]

例：

Router#show crypto map tag mycryptomap

ステップ 3   

IPsec SAに関する情報を表示します。showcryptoipsecsa [mapmap-name | address |
identity] [detail]

ステップ 4   

例：

Router#show crypto ipsec sa address detail

ダイナミッククリプトマップに関する情報を

表示します。

showcryptodynamic-map [tagmap-name]

例：

Router#show crypto dynamic-map tag mymap

ステップ 5   

IPsec VPN ハイアベイラビリティ拡張機能の設定例

例：ダイナミッククリプトマップでの逆ルート注入の設定

次の例では、ダイナミッククリプトマップテンプレートの定義で reverse-routeコマンドを使用
することにより、接続しているリモート IPsecピアによって保護されている、すべてのリモート
プロキシ（サブネットまたはホスト）に対してルートが確実に作成されるようにします。

crypto dynamic mydynmap 1
set transform-set my-transform-set
reverse-route
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このテンプレートは、「親」クリプトマップ文に関連付けられてから、インターフェイスに適用

されます。

crypto map mymap 3 ipsec-isakmp dynamic mydynmap
interface FastEthernet 0/0
crypto map mymap

例：スタティッククリプトマップでの逆ルート注入の設定

RRIは、暗号化されたトラフィックをVPNルータに転送し、他のトラフィックをすべて別のルー
タに転送する必要があるトポロジに適したソリューションです。このようなシナリオでは、RRI
により、デバイスにスタティックルートを手動で定義する必要はなくなります。

単一のVPNルータが使用され、すべてのトラフィックがそのルータのネットワークのパスに出入
りするときに VPNルータを通過する場合、RRIは不要です。

リモートプロキシの VPNルータに手動でスタティックルートを定義し、これらのルートを永続
的にルーティングテーブルにインストールする場合には、同じリモートプロキシをカバーするク

リプトマップインスタンスでRRIをイネーブルにしないでください。この場合、ユーザ定義のス
タティックルートが RRIによって削除されません。

ルーティングコンバージェンスの影響で、ルートのアドバタイズ（リンク状態と定期的な更新）

に使用される、ルーティングプロトコルに基づくフェールオーバーの成否が左右されることがあ

ります。ルーティングステートの変更が検出された直後に、ルーティングアップデートが確実に

送信されるようにして、コンバージェンス時間を短縮するには、OSPFなどのリンクステートルー
ティングプロトコルを使用することを推奨します。

次の例では、RRIが mymap 2に対してではなく、mymap 1に対してイネーブルにされています。
インターフェイスにクリプトマップが適用されると、ルートが次のようなアクセスリスト 101に
基づいて作成されます。

IP route 172.17.11.0 255.255.255.0 FastEthernet 0/0
crypto map mymap 1 ipsec-isakmp
set peer 172.17.11.1
reverse-route
set transform-set my-transform-set
match address 101
crypto map mymap 2 ipsec-isakmp
set peer 10.1.1.1
set transform-set my-transform-set
match address 102
access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.17.11.0 0.0.0.255
access-list 102 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.255.255
interface FastEthernet 0/0
crypto map mymap

例：IPsec を使用した HSRP の設定
次の例では、すべてのリモートVPNゲートウェイを、192.168.0.3を介してルータに接続する方法
を示します。インターフェイス上のクリプトマップは、このスタンバイアドレスを mymapのす
べてのインスタンスのローカルトンネルエンドポイントとしてバインドすると同時に、group1と
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呼ばれる同じスタンバイグループに属しているアクティブデバイスとスタンバイデバイスの間

で HSRPフェールオーバーが確実に行われるようにします。

RRIにより、HSRPグループ内のアクティブデバイスだけが、リモートプロキシへのネクスト
ホップVPNゲートウェイとして、内部のデバイスにアドバタイズできることにも注意してくださ
い。フェールオーバーが発生すると、ルートは、以前アクティブだったデバイス上から削除され、

新たにアクティブになったデバイス上に作成されます。

crypto map mymap 1 ipsec-isakmp
set peer 10.1.1.1
reverse-route
set transform-set esp-aes-sha
match address 102
Interface FastEthernet 0/0
ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
standby name group1
standby ip 192.168.0.3
crypto map mymap redundancy group1
access-list 102 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.255.255

スタンバイ名はスタンバイグループ内のすべてのデバイスに設定する必要があり、スタンバイア

ドレスはグループの少なくとも 1つのメンバーに設定する必要があります。スタンバイ名がルー
タから削除されると、IPsec SAは削除されます。スタンバイ名が再度追加された場合、使用され
る名前が同じかどうかにかかわらず、（冗長オプションを使用して）クリプトマップをインター

フェイスに再度適用する必要があります。

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『IP Application Services Configuration Guide』の
「Configuring IP Services」モジュール

IPsecを使用しない HSRPの設定

『Security Configuration Guide: Secure
Connectivity』の「Stateful Failover for IPsec」モ
ジュール

IP security（IPsec）用のステートフルフェール
オーバーの設定

次世代暗号化推奨暗号化アルゴリズム
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MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

なし

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

IPsec VPN ハイアベイラビリティ拡張機能の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

VPN アベイラビリティ構成ガイド
23

『IPsec VPN High Availability Enhancements』
IPsec VPN ハイアベイラビリティ拡張機能の機能情報

http://www.cisco.com/go/mibs
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
http://www.cisco.com/go/cfn


表 2：IPsec VPN ハイアベイラビリティ拡張機能の機能情報

機能情報リリース機能名

IPsec VPNハイアベイラビリ
ティ拡張機能は次の2つの機能
から構成されます。逆ルート注

入（RRI）およびホットスタン
バイルータプロトコル

（HSRP）と IPsec。これらの 2
つの機能を一緒に使用すると、

VPNにおけるネットワーク設
計を簡素化できるほか、ゲート

ウェイリストを定義する場合

にリモートピアの設定の複雑

さを低減することができます。

次のコマンドが導入または変更

されました。cryptomap（イン
ターフェイス IPsec）、
reverse-route

Cisco IOS XE 3.1.0SIPsec VPNハイアベイラビリ
ティ拡張機能
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第 4 章

IPSEC 優先ピア

IPセキュリティ（IPsec）優先ピア機能を使用すれば、フェールオーバーシナリオでクリプト
マップ上の複数のピアが試行される環境を制御できます。

この機能には、次の機能が含まれます。

•デフォルトピア設定

•デフォルトピアでの IPsecアイドルタイマーの使用

• 機能情報の確認, 25 ページ

• IPsec優先ピアの前提条件, 26 ページ

• IPsec優先ピアの制約事項, 26 ページ

• IPsec優先ピアに関する情報, 27 ページ

• IPsec優先ピアの設定方法, 29 ページ

• IPsec優先ピアの設定例, 32 ページ

• その他の参考資料, 32 ページ

• IPsec優先ピアの機能情報, 33 ページ

• 用語集, 34 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。
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プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

IPsec 優先ピアの前提条件
•クリプトマップを正しく定義し、完成させておく必要があります。

IPsec 優先ピアの制約事項

デフォルトピア

•この機能はデッドピア検出（DPD）と組み合わせて使用する必要があります。定期モードで
DPDが実行されている、リモートサイト上で使用するのが最も有効です。DPDによって、
デバイスの障害が素早く検出され、デフォルトピアが次に試行される接続用に試行されるよ

うにピアリストがリセットされます。

•クリプトマップ内のデフォルトピアとして指定できるピアは 1つだけです。

•デフォルトピアはピアリスト内の最初のピアである必要があります。

デフォルトピアでの IPsec アイドルタイマーの使用

•この機能は、それが設定されているクリプトマップ上でだけ動作します。すべてのクリプト
マップ用に機能をグローバルに設定はできません。

•グローバルアイドルタイマーが存在する場合、クリプトマップアイドルタイマー値とグ
ローバル値は異なっている必要があります。同じである場合、アイドルタイマーがクリプト

マップに追加されません。

IPsec フェールオーバー

Cisco ASR 1000シリーズルータの IPSecは、ステートレスフェールオーバーのみをサポートしま
す。IPsecフェールオーバーは、IPsecネットワークの合計稼働時間（または可用性）を増やす機
能です。従来、これは元の（アクティブな）ルータに加えて冗長（スタンバイ）ルータを使用す

ることで実現されています。アクティブルータが何らかの理由で使用できなくなると、スタンバ

イルータは、IKEおよび IPsecの処理を引き継ぎます。

IPsecフェールオーバーは、ステートスレスフェールオーバーおよびステートフルフェールオー
バーの 2種類に分類されます。ステートレスフェールオーバーは、ホットスタンバイルータプ
ロトコル（HSRP）のようなプロトコルを使用して、プライマリからセカンダリへのカットオー
バーを行い、さらにアクティブおよびスタンバイのVPNゲートウェイを許可して、共通の仮想 IP
アドレスを共有することができます。
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IPsec 優先ピアに関する情報

IPSec
IPsecは、インターネット技術特別調査委員会（IETF）によって開発されたオープン規格のフレー
ムワークです。IPSecは、インターネットなどの保護されていないネットワークを使用して機密情
報を送信する場合に、セキュリティを提供します。IPsecはネットワーク層で機能し、Ciscoルー
タなどの参加している IPsec装置（ピア）間のインターネットプロトコル（IP）パケットを保護
および認証します。

IPSecは、次のネットワークセキュリティサービスを提供します。これらのサービスはオプショ
ンです。一般に、ローカルセキュリティポリシーにより、これらのサービスを 1つ以上使用する
よう指示されます。

•データ機密性：ネットワークにパケットを伝送する前に IPSec送信側がパケットを暗号化で
きます。

•データ整合性：IPSec受信者は、IPSec送信者から送信されたパケットを認証し、伝送中に
データが変更されていないかを確認できます。

•データ送信元認証：IPSec受信者は、送信された IPSecパケットの送信元を認証できます。

•アンチリプレイ：IPsec受信者は再送されたパケットを検出し、拒否できます。

IPSecを使用すれば、データを、観察、変更、またはスプーフィングされることを心配することな
く、パブリックネットワークを介して転送できます。これにより、インターネット、エクストラ

ネット、およびリモートユーザアクセスを含む、バーチャルプライベートネットワーク（VPN）
などのアプリケーションが可能となります。

IPsecは、2つのピア（2台のルータなど）間にセキュアトンネルを確立します。機密性が高く、
セキュアトンネルを介して送信する必要があるパケットを定義し、セキュアトンネルの特性を指

定することによって、機密性の高いパケットを保護するパラメータを定義します。IPsecピアに
よってこのように機密性の高いパケットが検出されたら、そのピアによって、適切な、セキュア

なトンネルが設定され、そのパケットがトンネルからリモートピアに送信されます。

Dead Peer Detection
VPNクライアントでは、DPDと呼ばれるキープアライブメカニズムが使用され、IPsecトンネル
の反対側の VPNデバイスが利用できるかどうかがチェックされます。ネットワークが極端にビ
ジーだったり、信頼性が低下していたりした場合、ピアがこれからアクティブになることがない

かどうか判断するまで VPNクライアントが待機する時間の秒数を増加できます。

トラフィックが受信されると、キープアライブパケットは送信されません。これにより、DPDに
関連したオーバーヘッドが低下します。高い負荷がかかっているネットワーク上では、トラフィッ

クがトンネル上で受信されるために、送信されるキープアライブパケットがきわめて少なくなる
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からです。さらに、DPDによってキープアライブパケットが送信されるのは、送信されるユーザ
トラフィックがある（そして受信されるユーザトラフィックがない）場合だけです。

インターネットキー交換（IKE）を、発信ユーザデータが存在しているかどうかにかかわらず
DPDによってキープアライブパケットが送信されるように設定できます。つまり、受信ユーザ
データがないかぎり、キープアライブパケットは設定されたキープアライブインターバルで送信

されます。

デフォルトピア設定

接続タイムアウトが発生した場合、現在のピアへの接続は終了します。setpeerコマンドを使用す
れば、最初のピアをデフォルトピアとして設定できます。デフォルトピアが存在している状態で

次回の接続が開始された場合、その接続は、ピアリスト内の次のピアではなく、デフォルトピア

に直接接続されます。デフォルトピアの応答がない場合、ピアリスト内の次のピアが現在のピア

となり、クリプトマップを介した次からの接続では、そのピアが試行されます。

この機能は、物理リンク上のトラフィックがリモートピアの障害により停止した場合に便利で

す。DPDによって、リモートピアが使用できないことが示されますが、そのピアは現在のピアの
ままです。

デフォルトピアによって、過去に使用不可になったがサービスに復帰した優先ピアへのフェール

オーバーが容易になります。ユーザは、特定のピアに対してフェールオーバーのイベントにおけ

るプリファレンスを与えることが可能です。これは、元の障害の原因がリモートピアの障害では

なく、ネットワーク接続の問題であった場合に便利です。

アイドルタイマー

ルータでピアの IPSecセキュリティアソシエーション（SA）を作成する場合、SAを維持するた
めのリソースを割り当てる必要があります。SAには、メモリと、複数の管理されたタイマーが必
要です。ピアがアイドル状態だと、それらのリソースが無駄になってしまいます。あまりに多く

のリソースがアイドル状態のピアによって浪費されてしまうと、ルータによる他のピアとの新し

い SAの作成ができなくなる可能性があります。

IPsec SAアイドルタイマーを使用すると、アイドル状態のピアに関連した SAを削除することに
よってリソースの可用性を高めることが可能です。IPsec SAアイドルタイマーによってアイドル
状態のピアによるリソースの浪費が防止されるので、必要に応じて新しい SAを作成するために
より多くのリソースを利用できるようになります。

IPsec SAアイドルタイマーが設定されていない場合、IPsec SAのグローバルライフタイムだけが
適用されます。SAは、ピアのアクティビティと関わりなく、グローバルタイマーが有効期限切
れになるまで維持されます。
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デフォルトピアでの IPsec アイドルタイマーの使用
現在のピアへのすべての接続がタイムアウトした場合、次に接続が開始された時には、setpeerコ
マンドで設定されたデフォルトピアに直接接続されます。デフォルトピアが設定されていない状

態で接続タイムアウトが発生した場合、現在のピアはタイムアウトしたピアのままになります。

この機能拡張により、過去に使用不可になったが現在では稼働中の優先ピアに対するフェールオー

バーが容易になります。

クリプトマップ上のピア

クリプトマップセットには複数のエントリを含めることができ、それぞれが異なるアクセスリ

ストに対応します。ルータでは、クリプトマップエントリが順番に検索され、そのエントリ内で

指定されたアクセスリストとパケットの照合が試行されます。

パケットが特定のアクセスリスト内の permitエントリと一致し、対応するクリプトマップエン
トリが Ciscoとしてタグが付けられていた場合、クリプトマップ内のピア設定ステートメントで
指定されたリモートピアとの接続が確立されます。

IPsec 優先ピアの設定方法

デフォルトピアの設定

デフォルトピアを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. cryptomapmap-nameseq-num [ipsec-isakmp] [dynamic dynamic-map-name] [discover] [profile

profile-name]
4. setpeer {host-name [dynamic] [default] | ip-address [default] }
5. exit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

クリプトマップコンフィギュレーションモードを開始し

ます。クリプトマップエントリを作成または変更するか、

cryptomapmap-nameseq-num [ipsec-isakmp]
[dynamic dynamic-map-name] [discover]
[profile profile-name]

ステップ 3   

動的に作成されるクリプトマップ設定のテンプレートを提

例：

Router(config)# crypto map mymap 10
ipsec-isakmp

供する暗号プロファイルを作成するか、またはクライアン

トアカウンティングリストを設定します。

クリプトマップ内の IPsecピアを指定します。指定した最
初のピアがデフォルトピアとして定義されていることを確

認します。

setpeer {host-name [dynamic] [default] |
ip-address [default] }

例：

Router(config-crypto-map)# set peer
10.0.0.2 default

ステップ 4   

クリプトマップコンフィギュレーションモードを終了し、

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。

exit

例：

Router(config-crypto-map)# exit

ステップ 5   

アイドルタイマーの設定

アイドルタイマーを設定するには、次の手順を実行します。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. cryptomapmap-nameseq-num[ipsec-isakmp] [dynamic dynamic-map-name] [discover] [profile

profile-name]
4. setsecurity-associationidletimeseconds [default]
5. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

クリプトマップコンフィギュレーションモードを開始し

ます。クリプトマップエントリを作成または変更するか、

cryptomapmap-nameseq-num[ipsec-isakmp]
[dynamic dynamic-map-name] [discover]
[profile profile-name]

ステップ 3   

動的に作成されるクリプトマップ設定のテンプレートを

例：

Router(config)# crypto map mymap 10
ipsec-isakmp

提供する暗号プロファイルを作成するか、またはクライア

ントアカウンティングリストを設定します。

デフォルトピアが使用される前に、現在のピアをアイド

ル状態にしておける最大期間を指定します。

setsecurity-associationidletimeseconds
[default]

例：

Router(config-crypto-map)# set

ステップ 4   

security-association idletime 120
default

クリプトマップコンフィギュレーションモードを終了

し、グローバルコンフィギュレーションモードに戻りま

す。

exit

例：

Router(config-crypto-map)# exit

ステップ 5   
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IPsec 優先ピアの設定例

デフォルトピアの設定例

次に、IPアドレスが 10.1.1.1である最初のピアがデフォルトピアである例を示します。

crypto map tohub 1 ipsec-isakmp
set peer 10.1.1.1 default
set peer 10.2.2.2

IPsec アイドルタイマーの設定例
次の例では、現在のピアが 120秒間アイドルであった場合、次の接続試行ではデフォルトピア
10.1.1.1（set peerコマンドで指定）が使用されます。

crypto map tohub 1 ipsec-isakmp
set peer 10.1.1.1 default
set peer 10.2.2.2
set security-association idletime 120 default

その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

「Security for VPNs with IPsec」IPSec

•「Security for VPNs with IPsec」

•「Configuring Internet Key Exchange for IPsec
VPNs」

クリプトマップ

「IPsec Dead Peer Detection Periodic Message
Option」

DPD

『Cisco IOS Security Command Reference』セキュリティコマンド
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MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOSソフト
ウェアリリース、およびフィーチャセットの

MIBを検索してダウンロードする場合は、次の
URLにある Cisco MIB Locatorを使用します。

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

なし。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

IPsec 優先ピアの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 3：IPsec 優先ピアの機能情報

機能情報リリース機能名

IPsec優先ピア機能を使用すれ
ば、フェールオーバーシナリ

オでクリプトマップ上の複数

のピアが試行される環境を制御

できます。

次のコマンドが導入または変更

されました。setpeer（IPsec）
および
setsecurity-associationidle-time

Cisco IOS XE Release 2.1IPSEC優先ピア

用語集
cryptoaccesslist：暗号によって保護する IPトラフィック、および暗号によって保護しないトラ
フィックが定義されたリスト。

cryptomap：IPsecによって保護する必要があるトラフィック、送信する必要がある IPsec保護対
象トラフィック、およびこのトラフィックに適用する必要がある IPsecトランスフォームセット
が指定されたマップ。

deadpeerdetection：応答しないピアを検出することをルータに可能にさせる機能。

keepalivemessage：1つのネットワークデバイスからもう 1つのネットワークデバイスに対して、
2つのネットワークデバイス間の仮想回線がまだアクティブであることを通知するために送信さ
れるメッセージ。

peer：IPsecおよび IKEに参加するルータまたはその他のデバイス。IPsecにおいては、ピアは、
キーの交換またはデジタル証明書の交換のどちらかを通じてセキュアに通信するデバイスまたは

エンティティです。

SA：セキュリティアソシエーション。データフローに適用されるセキュリティポリシーとキー
関連情報のインスタンスです。SAは、IKEと IPsecの双方で使用されますが、各 SAは互いに独
立しています。IPsec SAは単方向通信であり、セキュリティプロトコルごとに一意です。IKE SA
は、IPsec SAとは異なって双方向通信であり、使用されるのは IKEに限られます。SAのネゴシ
エーションおよび確立は、IPsecではなく IKEによって行われます。また、IPsec SAはユーザが手
動で確立できます。保護されたデータパイプでは 1組の SAが必要であり、プロトコルごとに 1
方向あたり 1つずつ必要です。たとえば、ピア間でカプセル化セキュリティペイロード（ESP）
をサポートするパイプに対しては、それぞれの通信方向ごとに 1つの ESP SAが必要です。SA
は、宛先（IPsecエンドポイント）のアドレス、セキュリティプロトコル（AHまたは ESP）、お
よびセキュリティパラメータインデックス（SPI）によって一意に識別されます。
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transformset：IPsec保護されたトラフィックに適用されるセキュリティプロトコル、アルゴリズ
ムおよびその他の設定の適切な組み合わせです。IPsec SAのネゴシエーション中に、ピアは、特
定のトランスフォームセットを使用して特定のデータフローを保護することに合意します。
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第 5 章

IPsec トンネルピアの Real-Time Resolution

リモート IPセキュリティ（IPsec）ピアにホスト名（IPアドレスではない）を指定した後、IPsec
トンネルピアの Real-Time Resolution機能を使用すると、ルータが IPsecトンネルを確立する前
にドメインネームサーバ（DNS）でホスト名を名前解決できます。これにより、ピアの IPアド
レスが変更されたかどうかをルータが直ちに検出できます。

• 機能情報の確認, 37 ページ

• IPsecトンネルピアの Real-Time Resolutionの制約事項, 38 ページ

• IPsecトンネルピアの Real-Time Resolutionに関する情報, 38 ページ

• Real-Time Resolutionの設定方法, 38 ページ

• Real-Time Resolutionの設定例, 41 ページ

• その他の参考資料, 42 ページ

• IPsecトンネルピアの Real-Time Resolutionの機能情報, 43 ページ

機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ

ジュールに記載されている機能の詳細を検索し、各機能がサポートされているリリースのリスト

を確認する場合は、このモジュールの最後にある機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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IPsec トンネルピアの Real-Time Resolution の制約事項

セキュア DNS の要件

この機能はセキュア DNSとだけ使用し、さらに、DNSの応答を認証できる場合に使用すること
を推奨します。それ以外の場合に使用すると、攻撃者がDNSの応答を偽装または強制し、証明書
などのインターネットキー交換（IKE）認証データへのアクセス権を取得するおそれがあります。
攻撃者は、発信側のホストによって信頼されている証明書を取得すると、フェーズ1の IKEセキュ
リティアソシエーション（SA）を確立したり、発信側と実際の応答側で共有されている事前共有
キーを推測しようとしたりします。

DNS 発信側

DNSによるリモート IPsecピアの名前解決が機能するのは、ピアを発信側として使用する場合だ
けです。暗号化される最初のパケットが DNSルックアップを開始します。DNSルックアップが
完了すると、これに続くパケットによって IKEが開始されます。

IPsec トンネルピアの Real-Time Resolution に関する情報

セキュア DNS による Real-Time Resolution
リモート IPsecピアのホスト名を setpeerコマンドで指定する際、キーワード dynamicも発行でき
ますが、このキーワードを使用すると IPsecトンネルが確立される直前まで、DNSによるホスト
名の解決が遅れます。解決が遅れることで、Cisco IOSXEソフトウェアはリモート IPsecピアの IP
アドレスが変更されたかどうかを検出できます。こうしてこのソフトウェアは、新しい IPアドレ
スでこのピアと通信できるようになります。

キーワード dynamicを発行しない場合は、ホスト名は指定後すぐに解決されます。このため、ソ
フトウェアは IPアドレスの変更を検知できず、以前に解決した IPアドレスに対して接続を試み
ます。

DNS解決によって、確立した IPsecトンネルがセキュアで、認証済みであることが保証されます。

Real-Time Resolution の設定方法

IPsec ピアの Real-Time Resolution の設定
この作業で、DNSによるリモート IPsecピアのリアルタイムDNS決を実行するようにルータを設
定します。これにより、DNSルックアップによるピアのホスト名の解決は、ルータがピアと接続
（IPsecトンネル）を確立する直前になります。
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はじめる前に

クリプトマップを作成する前に、次の作業を実行してください。

• Internet Security Association Key Management Protocol（ISAKMP）ポリシーの定義。

• IPsecトランスフォームセットの定義。

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. cryptomapmap-nameseq-numipsec-isakmp
4. matchaddressaccess-list-id
5. setpeer {host-name [dynamic] | ip-address
6. settransform-settransform-set-name1 [transform-set-name2...transform-set-name6]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

作成または変更するクリプトマップエントリを指定して、

クリプトマップコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

cryptomapmap-nameseq-numipsec-isakmp

例：

Router(config)# crypto map secure_b 10
ipsec-isakmp

ステップ 3   

拡張アクセスリストに名前を付けます。matchaddressaccess-list-id

例：

Router(config-crypto-m)# match address
140

ステップ 4   

このアクセスリストは、このクリプトマップエントリに照

らして、IPsecで保護する必要があるトラフィックと、IPsec
で保護しないトラフィックを決定します。
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目的コマンドまたはアクション

リモート IPsecピアを指定します。setpeer {host-name [dynamic] | ip-address

例：

Router(config-crypto-m)#
set peer b.cisco.com dynamic

ステップ 5   

このピアは、IPsecで保護されたトラフィックの転送先とな
るピアです。

• dynamic：ルータがリモートピアとの間で IPsecトンネ
ルを確立する直前に DNSルックアップでホスト名を解
決するようにします。このキーワードを指定しない場

合、ホスト名は指定後すぐに解決されます。

複数のリモートピアに対して、同じ作業を繰り返します。

このクリプトマップエントリで許可するトランスフォーム

セットを指定します。複数のトランスフォームセットをプラ

settransform-settransform-set-name1
[transform-set-name2...transform-set-name6]

例：

Router(config-crypto-m)# set
transform-set myset

ステップ 6   

イオリティ順（最高のプライオリティのものが最初）に列挙

します。

トラブルシューティングのヒント

クリプトマップの設定情報を表示するには、show crypto mapコマンドを使用します。

次の作業

IPSecトラフィックフローが通過する各インターフェイスにクリプトマップセットを適用する必
要があります。インターフェイスにクリプトマップセットを適用すると、ルータには、接続中に

クリプトマップセットに対してすべてのインターフェイスのトラフィックを評価し、暗号で保護

するトラフィックのために、指定されたポリシーまたは SAのネゴシエーションを使用するよう
に指示されます。
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Real-Time Resolution の設定例

IPsec ピアの Real-Time Resolution の設定例
次の図および例を使って、Cisco IOS XEソフトウェアがリモート IPsecピアとの間で接続を確立し
ようとする直前に、そのピアのホスト名を DNSルックアップで DNS解決するように設定するク
リプトマップの作成方法を説明します。

図 3：Real-Time Resolution のサンプルトポロジ

! Configure the initiating router.
hostname a.cisco.com
ip domain name cisco.com
ip name server 10.0.0.1
!
crypto map secure_b 10 ipsec-isakmp
match address 140
set peer b.cisco.com dynamic
set transform-set xset

interface serial1
ip address 10.10.0.1
crypto map secure_b

access-list 140 permit ...
!
! Configure the responding router (the remote IPSec peer).
hostname b.cisco.com
!
crypto map secure_a 10 ipsec-isakmp
match address 150
set peer 10.10.0.1
set transform-set

interface serial0/1
ip address 10.0.0.1
crypto map secure_a

access-list 150 ...
! DNS server configuration
b.cisco.com 10.0.0.1 # the address of serial0/1 of b.cisco.com
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Security for VPNs with IPsec Configuration
Guide』の「Configuring Security for VPNs with
IPsec」モジュール

クリプトマップ

『Internet Key Exchange for IPsec VPNs
ConfigurationGuide』の「Configuring Internet Key
Exchange for IPsec VPNs」モジュール

ISAKMPポリシー

『Cisco IOS Security Command Reference』IPsecおよび IKEのコンフィギュレーションコ
マンド

標準

タイトル標準

--この機能によってサポートされる新しい標準ま

たは変更された標準はありません。またこの機

能による既存標準のサポートに変更はありませ

ん。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS XEソフ
トウェアリリース、およびフィーチャセット

のMIBの場所を検索しダウンロードするには、
次の URLにある Cisco MIB Locatorを使用しま
す。

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

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。
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RFC

タイトルRFC

--この機能によりサポートされた新規 RFCまた
は改訂 RFCはありません。またこの機能によ
る既存 RFCのサポートに変更はありません。

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのサポートWebサイトでは、シスコの
製品やテクノロジーに関するトラブルシュー

ティングにお役立ていただけるように、マニュ

アルやツールをはじめとする豊富なオンライン

リソースを提供しています。

お使いの製品のセキュリティ情報や技術情報を

入手するために、CiscoNotificationService（Field
Noticeからアクセス）、Cisco Technical Services
Newsletter、Really Simple Syndication（RSS）
フィードなどの各種サービスに加入できます。

シスコのサポートWebサイトのツールにアク
セスする際は、Cisco.comのユーザ IDおよびパ
スワードが必要です。

IPsec トンネルピアの Real-Time Resolution の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを

示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。
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表 4：IPsec トンネルピアの Real-Time Resolution の機能情報

機能情報リリース機能名

リモート IPセキュリティ
（IPsec）ピアにホスト名（IP
アドレスではない）を指定した

後、この機能を使用すると、

ルータが IPsecトンネルを確立
する前にドメインネームサー

バ（DNS）でホスト名を名前解
決できます。これにより、ピア

の IPアドレスが変更されたか
どうかをルータが直ちに検出で

きます。

次のコマンドが導入または変更

されました。setpeer(IPsec)

Cisco IOS XE Release 2.1IPsecトンネルピアのReal-Time
Resolution
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