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概要

このドキュメントでは、Internet Protocol Security(IPsec)アンチリプレイチェック障害に関連する
問題について説明し、問題のトラブルシューティング手順と考えられる解決策を示します。

背景説明

リプレイ攻撃とは

リプレイ攻撃は、有効なデータ送信が悪意をもって、または不正に記録され、後で繰り返される
ネットワーク攻撃の一種です。これは、正当な通信を記録し、有効なユーザになりすまして正当
な接続に悪影響を及ぼすために、正当な通信を記録し、それを繰り返すユーザによるセキュリテ
ィを弱体化させる試みです。

IPsecリプレイチェック保護 

IPsecは、単調に増加するシーケンス番号を各暗号化パケットに割り当てることで、攻撃者に対す
るアンチリプレイ保護を提供します。受信側のIPsecエンドポイントは、これらの番号を使用して
すでに処理されているパケットと、許容可能なシーケンス番号のスライディングウィンドウを追
跡します。Cisco IOS®実装のデフォルトのアンチリプレイウィンドウサイズは64パケットです。
図に示すように：



IPsecトンネルエンドポイントでアンチリプレイ保護が有効になっている場合、着信IPsecトラフ
ィックは次のように処理されます。

シーケンス番号がウィンドウ内にあり、まだ受信されていない場合、パケットの整合性がチ
ェックされます。  パケットが整合性検証チェックに合格すると、パケットは受け入れられ、
ルータはこのシーケンス番号を受信したことをマークします。  たとえば、ESPシーケンス番
号が162のパケットです。

●

シーケンス番号がウィンドウ内にあっても、以前に受信された場合、パケットはドロップさ
れます。この重複パケットは廃棄され、ドロップはリプレイカウンタに記録されます。

●

シーケンス番号がウィンドウ内で最も大きいシーケンス番号よりも大きい場合、パケットの
整合性がチェックされます。パケットが整合性検証チェックに合格すると、スライディング
ウィンドウが右側に移動します。  たとえば、シーケンス番号が189の有効なパケットが受信
されると、ウィンドウの新しい右端は189に設定され、左端は125（189 - 64 [ウィンドウサイ
ズ]）になります。

●

シーケンス番号が左端よりも小さい場合、パケットは廃棄され、リプレイカウンタに記録さ
れます。  これは「順序が正しくない」パケットと見なされます。

●

リプレイチェック障害が発生し、パケットがドロップされた場合、ルータは次のようなSyslogメ
ッセージを生成します。

%IPSEC-3-REPLAY_ERROR: IPSec SA receives anti-replay error, DP Handle n, src_addr x.x.x.x,

dest_addr y.y.y.y, SPI 0xzzzzzzzz

注：リプレイ検出は、IPSecセキュリティアソシエーション(SA)が2つのピア間だけに存在
するという前提に基づいています。Group Encrypted Transport VPN(GETVPN)は、多数の
ピア間で1つのIPsec SAを使用します。  その結果、GETVPNはTime Based Anti-Replay
Failureと呼ばれる全く異なるアンチリプレイチェックメカニズムを使用します。このドキュ
メントでは、ポイントツーポイントIPsecトンネルのカウンタベースのアンチリプレイのみ
を扱います。

注：アンチリプレイ保護は、IPSec プロトコルが提供する重要なセキュリティ サービスで
す。IPsecアンチリプレイが無効になっている場合はセキュリティに影響するため、慎重に
対処する必要があります。



IPSecリプレイドロップを引き起こす可能性のある問題

すでに説明したように、リプレイ チェックの目的は、悪意によるパケットの繰り返しを防止する
ことです。ただし、次のように、リプレイ チェックが悪意以外の理由で失敗となるシナリオがあ
ります。

このエラーは、トンネルエンドポイント間のネットワークパスで十分なパケットの並べ替え
が行われたために発生する可能性があります。これは、ピア間に複数のネットワークパスが
ある場合に発生する可能性があります。

●

Cisco IOS 内でパケット処理パスが不均等になることによってエラーが発生する場合。たと
えば、復号化の前にIP再構成を必要とするフラグメント化されたIPsecパケットは十分に遅延
し、処理される時点でリプレイウィンドウの外に出ることがあります。

●

このエラーは、送信側IPsecエンドポイントまたはネットワークパス内でQuality of
Service(QoS)が有効になっている場合に発生する可能性があります。Cisco IOSの実装では、
出力方向のQoSの前にIPsec暗号化が行われます。Low Latency Queueing（LLQ；低遅延キュ
ーイング）などの特定のQoS機能により、IPsecパケット配信が順序が崩れ、リプレイチェッ
クの失敗により受信側エンドポイントでドロップされる可能性があります。

●

ネットワークの設定や運用の問題により、パケットがネットワークを通過する際に重複する
可能性があります。

●

攻撃者(man-in-the-middle)は、ESPトラフィックを遅延、ドロップ、複製する可能性があり
ます

●

IPSec リプレイ ドロップのトラブルシューティング

IPsecリプレイドロップのトラブルシューティングの鍵は、リプレイが原因でドロップされたパケ
ットを特定し、パケットキャプチャを使用して、これらのパケットが実際にリプレイされたパケ
ットであるか、リプレイウィンドウ外の受信側ルータに到着したパケットを判別することです。
ドロップされたパケットをスニファトレースでキャプチャされたパケットに正しく一致させるに
は、最初のステップとして、ドロップされたパケットが属するピアとIPsecフロー、およびパケッ
トのESPシーケンス番号を特定します。 

Cisco IOS XE Datapathパケットトレース機能の使用 

Cisco IOS XEが稼働するルータプラットフォームでは、アンチリプレイの問題をトラブルシュー
ティングするためにドロップが発生すると、ピアおよびIPsec SPIに関する情報がsyslogメッセー
ジに出力されます。ただし、依然として失われている重要な情報の1つがESPシーケンス番号です
。ESP シーケンス番号は、特定の IPSec フローの中の IPSec パケットを一意に識別するのに使
用されます。このシーケンス番号がないと、どのパケットがドロップされたかをパケット キャプ
チャで識別することが難しくなります。

Cisco IOS XE datapath packet-trace機能は、次のsyslogメッセージでこのリプレイドロップが確
認された場合に、この状況で使用できます。

%IOSXE-3-PLATFORM: F0: cpp_cp: QFP:0.0 Thread:060 TS:00000001132883828011



%IPSEC-3-REPLAY_ERROR: IPSec SA receives anti-replay error, DP Handle 3, src_addr 10.2.0.200,

dest_addr 10.1.0.100, SPI 0x4c1d1e90

ドロップされたパケットの ESP シーケンス番号を特定するには、パケット トレース機能で次の
手順を実行します。

ピアデバイスからのトラフィックを照合するために、プラットフォームの条件付きデバッグ
フィルタを設定します。

debug platform condition ipv4 10.2.0.200/32 ingress

debug platform condition start

1.

パケット ヘッダー情報をコピーするため、次のように、copy オプションを付加した状態で
パケット トレースを有効にします。

debug platform packet enable

debug platform packet-trace packet 64

debug platform packet-trace copy packet input l3 size 100

2.

リプレイ エラーが検出されたら、パケット トレース バッファを使用して、リプレイを原因
としてドロップされたパケットを識別します。ESP シーケンス番号は、コピーされたパケ
ットの中に表示されます。

Router#show platform packet-trace summary

Pkt Input Output State Reason

0 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

1 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

2 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

3 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

4 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

5 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

6 Gi4/0/0 Tu1 DROP 053 (IpsecInput)

7 Gi4/0/0 Tu1 DROP 053 (IpsecInput)

8 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

9 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

10 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

11 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

12 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

13 Gi4/0/0 Tu1 CONS Packet Consumed

上記の出力から、パケット番号 6 と 7 がドロップされていることがわかります。これで、次
の詳細な調査が可能になります。

Router#show platform packet-trace packet 6

Packet: 6 CBUG ID: 6

Summary

Input : GigabitEthernet4/0/0

Output : Tunnel1

State : DROP 053 (IpsecInput)

Timestamp : 3233497953773

Path Trace

Feature: IPV4

Source : 10.2.0.200

Destination : 10.1.0.100

Protocol : 50 (ESP)

Feature: IPSec

3.



Action : DECRYPT

SA Handle : 3

SPI : 0x4c1d1e90

Peer Addr : 10.2.0.200

Local Addr: 10.1.0.100

Feature: IPSec

Action : DROP

Sub-code : 019 - CD_IN_ANTI_REPLAY_FAIL

Packet Copy In

45000428 00110000 fc329575 0a0200c8 0a010064 4c1d1e90 00000006 790aa252

e9951cd9 57024433 d97c7cb8 58e0c869 2101f1ef 148c2a12 f309171d 1b7a4771

d8868af7 7bae9967 7d880197 46c6a079 d0143e43 c9024c61 0045280a d57b2f5e

23f06bc3 ab6b6b81 c1b17936 98939509 7aec966e 4dd848d2 60517162 9308ba5d

ESPシーケンス番号のオフセットは、IPヘッダー（またはIPパケットのペイロードデータの
4バイト）から始まり、前の出力では太字と斜体で強調されています。この例では、ドロッ
プされたパケットの ESP シーケンス番号は 0x6 です。

パケットキャプチャの収集

リプレイチェックの失敗によりドロップされたパケットのパケット情報を特定するだけでなく、
同じIPsecフロー内のESPシーケンス番号パターンを調べて、リプレイドロップの理由を判別でき
るように、対象のIPsecフローのパケットキャプチャを同時に収集する必要があります。Cisco
IOS XEルータでのEmbedded Packet Capture(EPC)の使用方法の詳細については、『Cisco IOSお
よびCisco IOS XEの組み込みパケットキャプチャの設定例』を参照してください。

Wiresharkシーケンス番号分析の使用

WANインターフェイス上の暗号化(ESP)パケットのパケットキャプチャが収集されると、
Wiresharkを使用して、シーケンス番号の異常に関するESPシーケンス番号分析を実行できます。
最初に、[Preferences] -> [Protocols] -> [ESP]で[Sequence Number Check]が有効になっているこ
とを確認します。次の手順に従います。

次に、[Analyze] -> [Expert Information]の下にあるESPシーケンス番号の問題を確認します。次に
示します。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/ios-nx-os-software/ios-embedded-packet-capture/116045-productconfig-epc-00.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/ios-nx-os-software/ios-embedded-packet-capture/116045-productconfig-epc-00.html


誤ったシーケンス番号のパケットをクリックすると、次のような詳細が表示されます。

解決方法

ピアが特定され、リプレイドロップ用にパケットキャプチャが収集された後、リプレイ障害を説
明する可能性のある3つのシナリオがあります。

遅延した有効なパケットです。パケット キャプチャは、パケットが実際に有効であるか、
また、問題は（ネットワーク遅延または伝送パスの問題による）軽微なものであるか詳細な
トラブルシューティングが必要であるか、確認するのに役立ちます。例えば、キャプチャは
シーケンス番号Xのパケットが順序を誤って到着し、リプレイのサイズは現在64に設定され
ています。シーケンス番号(X + 64)の有効なパケットがパケットXの前に到着した場合、ウ
ィンドウははが再送X

このようなシナリオでは、リプレイウィンドウのサイズを増やすか、リプレイチェックを無
効にして、このような遅延が許容できると見なされ、正当なパケットが廃棄されないように
します。デフォルトでは、リプレイウィンドウのサイズはかなり小さい（ウィンドウサイズ
は64）。 サイズを大きくしても、攻撃のリスクが大幅に高まることはありません。IPSec
アンチリプレイ ウィンドウの設定方法については、記事『IPSec アンチリプレイ ウィンド
ウの設定方法：拡大と無効化』を参照してください。

1.

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_ipsec_antireplay.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_ipsec_antireplay.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_ipsec_antireplay.html


ヒント：仮想トンネルインターフェイス(VTI)で使用されるIPSecプロファイルでリプレイウ
ィンドウが無効または変更された場合、保護プロファイルが削除されて再適用されるか、ト
ンネルインターフェイスがリセットされるまで、変更は有効になりません。IPsecプロファ
イルは、トンネルインターフェイスの起動時にトンネルプロファイルマップを作成するため
に使用されるテンプレートであるため、これは正常な動作です。インターフェイスがすでに
起動している場合、プロファイルの変更は、インターフェイスがリセットされるまでトンネ
ルに影響しません。注：初期のASR1000モデル（ESP5、ESP10、ESP20、ESP40など、
ASR1001とASR1001の組み合わせ）では、CLIの設定が許可されていても、ウィンドウサイ
ズ11024は024ではありませんでした。その結果、show crypto ipsec saコマンドの出力で報
告されるウィンドウサイズが正しくない可能性があります。show crypto ipsec sa peer ip-
address platformコマンドを使用して、ハードウェアのアンチリプレイウィンドウサイズを
確認します。デフォルトのウィンドウ サイズは、すべてのプラットフォームで 64 パケット
となっています。詳細は、Cisco Bug ID CSCso45946を参照してください。新しいCisco
IOS XEルーティングプラットフォーム（ESP100およびESP200を搭載したASR1K、
ASR1001-X、ASR11000000000000000000000000000000など） 002-X、ISR4000シリーズ
ルータ、およびCatalyst8000シリーズルータ)は、バージョン15.2(2)S以降で1024パケット
のウィンドウサイズをサポートします。
送信側エンドポイントでのQoS設定が原因です。この状況では、条件を緩和するには、入念
な調査と QoS の調整が必要です。このトピックの詳細と、考えられる解決策については、
記事『音声ビデオ対応 IPSec VPN（V3PN）でのアンチリプレイの考慮事項』を参照してく
ださい。

2.

以前に受信された重複パケットです。この場合、同じIPsecフロー内で同じESPシーケンス
番号を持つ2つ以上のパケットがパケットキャプチャで確認できます。この場合、ネットワ
ークでのリプレイ攻撃を防止するためにIPSecリプレイ保護が機能し、syslogは単なる情報
であるため、パケットドロップが予想されます。この状態が続く場合は、潜在的なセキュリ
ティ脅威として調査する必要があります。

3.

注：リプレイ チェック失敗が表示されるのは、IPSec トランスフォーム 設定で認証アルゴ
リズムが有効になっている場合だけです。このエラー メッセージを抑制するもう 1 つの方
法は、認証を無効にして暗号化のみを実行することです。ただし、認証の無効化がセキュリ
ティに及ぼす影響のため、この方法は使用しないことを強く推奨します。

追加情報

Cisco IOS Classicを使用したレガシルータでのリプレイエラーのトラブルシューテ
ィング

Cisco IOSを使用する従来のISR G2シリーズルータでのIPsecリプレイドロップは、次に示すよう
に、Cisco IOS XEを使用するルータとは異なります。

%CRYPTO-4-PKT_REPLAY_ERR: decrypt: replay check failed connection id=529, sequence number=13

メッセージ出力には、ピアのIPアドレスまたはSPI情報は表示されません。このプラットフォーム
でトラブルシューティングを行うには、エラー メッセージ内の conn-id を使用します。エラー メ
ッセージ内の conn-id を特定し、show crypto ipsec sa の出力からそれを探します。その理由は、

https://bst.cloudapps.cisco.com/bugsearch/bug/CSCso45946
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/V3PN_SRND/v3p_plan.html#wp1036005
http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/V3PN_SRND/v3p_plan.html#wp1036005


リプレイは SA ごと（セキュリティ アソシエーションごと）にチェックされるためです（ピアご
とではありません）。 Syslog メッセージでも、Encapsulating Security Payload（ESP）のシー
ケンス番号が提供されるため、それを使用してパケット キャプチャでドロップされたパケットを
一意に識別することができます。

注：コードのバージョンによって、conn-id は、着信 SA の conn id である場合と、flow_id
である場合があります。

これを以下に示します。

%CRYPTO-4-PKT_REPLAY_ERR: decrypt: replay check failed connection id=529, sequence number=13

Router#show crypto ipsec sa | in peer|conn id

current_peer 10.2.0.200 port 500

conn id: 529, flow_id: SW:529, sibling_flags 80000046, crypto map: Tunnel0-head-0

conn id: 530, flow_id: SW:530, sibling_flags 80000046, crypto map: Tunnel0-head-0

Router#

Router#show crypto ipsec sa peer 10.2.0.200 detail

interface: Tunnel0

Crypto map tag: Tunnel0-head-0, local addr 10.1.0.100

protected vrf: (none)

local ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

remote ident (addr/mask/prot/port): (0.0.0.0/0.0.0.0/0/0)

current_peer 10.2.0.200 port 500

PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 27, #pkts encrypt: 27, #pkts digest: 27

#pkts decaps: 27, #pkts decrypt: 27, #pkts verify: 27

#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0

#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0

#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0

#pkts no sa (send) 0, #pkts invalid sa (rcv) 0

#pkts encaps failed (send) 0, #pkts decaps failed (rcv) 0

#pkts invalid prot (recv) 0, #pkts verify failed: 0

#pkts invalid identity (recv) 0, #pkts invalid len (rcv) 0

#pkts replay rollover (send): 0, #pkts replay rollover (rcv) 0

##pkts replay failed (rcv): 21

#pkts internal err (send): 0, #pkts internal err (recv) 0

local crypto endpt.: 10.1.0.100, remote crypto endpt.: 10.2.0.200

path mtu 2000, ip mtu 2000, ip mtu idb Serial2/0

current outbound spi: 0x8B087377(2332586871)

PFS (Y/N): N, DH group: none

inbound esp sas:

spi: 0xE7EDE943(3891128643)

transform: esp-gcm ,

in use settings ={Tunnel, }

conn id: 529, flow_id: SW:529, sibling_flags 80000046, crypto map:

Tunnel0-head-0

sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4509600/3223)

IV size: 8 bytes

replay detection support: Y

Status: ACTIVE

<SNIP>

この出力からわかるようには、リプレイドロップは10.2.0.200ピアアドレスから送信され、イン



バウンドESP SA Security Parameter Index(SPI)は0xE7EDE943です。また、ログメッセージ自体
から、パケットのESPESPシーケンス番号がは13。ピアアドレス、SPI番号、およびESPシーケ
ンス番号の組み合わせを使用して、パケットキャプチャでドロップされたパケットを一意に識別
できます。

注：Cisco IOSのsyslogメッセージは、データプレーンのパケットドロップが1分あたり1に
制限されます。ドロップされたパケットの厳密なカウントを正確に取得するには、前に示し
たように show crypto ipsec sa detail コマンドを使用します。 

古いCisco IOS XEソフトウェアの使用

古いCisco IOS XEリリースを実行しているルータでは、次に示すように、syslogで報告される
REPLAY_ERRORは、リプレイされたパケットがドロップされたピア情報とともに実際のIPsecフ
ローを出力しない場合があります。

%IOSXE-3-PLATFORM: F0: cpp_cp: QFP:00 Thread: 095 TS:00000000240306197890

%IPSEC-3-REPLAY_ERROR: IPSec SA receives anti-replay error, DP Handle 3

正しい IPSec ピアとフローの情報を特定するには、次のコマンドで、Syslog メッセージに出力さ
れるデータ プレーン（DP）ハンドルを入力パラメータ SA Handle として使用し、Quantum Flow
Processor（QFP）の IPSec フロー情報を取得します。

Router#show platform hardware qfp active feature ipsec sa 3

QFP ipsec sa Information

QFP sa id: 3

pal sa id: 2

QFP spd id: 1

QFP sp id: 2

QFP spi: 0x4c1d1e90(1276976784)

crypto ctx: 0x000000002e03bfff

flags: 0xc000800

: src:IKE valid:Yes soft-life-expired:No hard-life-expired:No

: replay-check:Yes  proto:0  mode:0  direction:0

: qos_preclassify:No qos_group:No

: frag_type:BEFORE_ENCRYPT df_bit_type:COPY

: sar_enable:No getvpn_mode:SNDRCV_SA

: doing_translation:No assigned_outside_rport:No

: inline_tagging_enabled:No

qos_group: 0x0

mtu: 0x0=0

sar_delta: 0

sar_window: 0x0

sibling_sa: 0x0

sp_ptr: 0x8c392000

sbs_ptr: 0x8bfbf810

 local endpoint: 10.1.0.100

remote endpoint: 10.2.0.200

cgid.cid.fid.rid: 0.0.0.0

ivrf: 0

fvrf: 0

trans udp sport: 0

trans udp dport: 0

first intf name: Tunnel1

<SNIP>

Embedded Event Manager(EEM)スクリプトを使用して、データ収集を自動化することもできま



す。

event manager applet Replay-Error

 event syslog pattern "%IPSEC-3-REPLAY_ERROR: IPSec SA receives anti-replay error"

 action 1.0 regexp "([0-9]+)$" "$_syslog_msg" dph

 action 2.0 cli command "enable"

 action 3.0 cli command "show platform hardware qfp active feature ipsec sa $dph |

append bootflash:replay-error.txt"

この例では、収集された出力はブートフラッシュにリダイレクトされます。この出力を表示する
には、more bootflash:replay-error.txtコマンドを使用します。

関連情報

音声ビデオ対応 IPSec VPN（V3PN）ソリューション参照ネットワーク設計●

IPSec アンチリプレイ ウィンドウの設定方法：展開および無効化」を参照してください。●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

http://www.cisco.com/en/US/docs/solutions/Enterprise/WAN_and_MAN/V3PN_SRND/V3PN_SRND.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_ipsec_antireplay.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_ipsec_antireplay.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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