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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 IOS XE 16 - 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。

（注）

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。
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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
3

逆ルート注入
逆ルート注入の前提条件

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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RRI の設定方法

• 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal
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ダイナミック マップ テンプレートでの RRI の設定

コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

cryptomap{map-name} { seq-name} ipsec-isakmp 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
例：
始します。
Router (config)# crypto map mymap 1
ipsec-isakmp

ステップ 4

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

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal
例：
Router# configure terminal
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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。
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RRI の設定例

コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

cryptodynamic-mapdynamic-map-namedynamic-seq-name 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
例：
ン コマンド モードを開始します。
Router (config)# crypto dynamic-map mymap 1

ステップ 4

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

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。

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

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
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その他の参考資料

その他の参考資料
関連資料
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

セキュリティ 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』

推奨暗号化アルゴリズム

次世代暗号化

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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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RRI の機能情報

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

機能名

リリース

機能情報

逆ルート注入

Cisco IOS XE Release 2.1

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。
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RRI の機能情報
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『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。

（注）

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、『Next Generation Encryption（NGE）』ホワイト ペー
パーを参照してください。

• 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。

（注）

RRI を使用する ACL では、any キーワードを使用できません。
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、ICMP Router Discovery Protocol（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

（注）

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。

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

cryptodynamic-mapmap-nameseq-num

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。

例：
Router(config)# crypto dynamic-map
mymap

ステップ 4

settransform-set
例：
Router(config-crypto-m)#set
transform-set

ステップ 5

reverse-route

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。

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

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal
例：
Router# configure terminal

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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コマンドまたはアクション
ステップ 3

目的

cryptomapmap-nameseq-numipsec-isakmp 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
例：
ギュレーション モードを開始します。
Router(config)#crypto map mymap 3
ipsec-isakmp

ステップ 4

setpeerip-address

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。

例：
Router(config-if)#set peer
209.165.200.248

ステップ 5

reverse-route

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。

例：
Router (config-if)#reverse-route

ステップ 6

matchaddress

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。

例：
Router(config-if)# match address

ステップ 7

set transform-settransform-set-name
例：
Router (config-if)# set transform-set
my_t_set1

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。

（注）

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。
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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router>enable

ステップ 2

configureterminal
例：
Router#configure terminal

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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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。
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ステップ 3

コマンドまたはアクション

目的

interfacetypeslot/port

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。

例：
Router(config)#interface GigabitEthernet
0/0

ステップ 4

standbynamegroup-name

スタンバイのグループ名を指定します。

例：
Router(config-if)#standby name mygroup

ステップ 5

standbyipip-address
例：

スタンバイ グループの IP アドレスを指定します。
• グループ内のデバイスごとにこのコマンドが必
要です。

Router(config-if)#standby ip
209.165.200.249

ステップ 6

cryptomapmap-nameredundancy[standby-name] 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。
例：
Router (config-if)#crypto map mymap
redundancy

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]
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手順の詳細

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場
合）。

Router> enable

ステップ 2

showcryptoipsectransform-set

トランスフォームセットの設定を表示します。

例：
Router#show crypto ipsec transform-set

ステップ 3

showcryptomap [interfaceinterface | tagmap-name] クリプト マップ コンフィギュレーションを表
示します。
例：
Router#show crypto map tag mycryptomap

ステップ 4

showcryptoipsecsa [mapmap-name | address |
identity] [detail]

IPsec SA に関する情報を表示します。

例：
Router#show crypto ipsec sa address detail

ステップ 5

showcryptodynamic-map [tagmap-name]

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。

例：
Router#show crypto dynamic-map tag mymap

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

VPN アベイラビリティ構成ガイド
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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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Command List, All Releases』

IPsec を使用しない HSRP の設定

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

IP security（IPsec）用のステートフル フェール 『Security Configuration Guide: Secure
オーバーの設定
Connectivity』の「Stateful Failover for IPsec」モ
ジュール
推奨暗号化アルゴリズム
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MIB
MIB

MIB のリンク

なし

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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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。
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表 2：IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の機能情報

機能名

リリース

機能情報

IPsec VPN ハイ アベイラビリ
ティ拡張機能

Cisco IOS XE 3.1.0S

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
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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。set peer 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、set peer 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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

cryptomapmap-nameseq-num [ipsec-isakmp] 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
[dynamic dynamic-map-name] [discover]
ます。クリプト マップ エントリを作成または変更するか、
[profile profile-name]
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
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
例：
ト アカウンティング リストを設定します。
Router(config)# crypto map mymap 10
ipsec-isakmp

ステップ 4

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

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。

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

ステップ 5

exit

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。

例：
Router(config-crypto-map)# exit

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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

cryptomapmap-nameseq-num[ipsec-isakmp] 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
[dynamic dynamic-map-name] [discover]
ます。クリプトマップエントリを作成または変更するか、
[profile profile-name]
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
提供する暗号プロファイルを作成するか、またはクライア
例：
ント アカウンティング リストを設定します。
Router(config)# crypto map mymap 10
ipsec-isakmp

ステップ 4

setsecurity-associationidletimeseconds
[default]

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。

例：
Router(config-crypto-map)# set
security-association idletime 120
default

ステップ 5

exit
例：

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。

Router(config-crypto-map)# exit
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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
関連項目

マニュアル タイトル

Cisco IOS コマンド

『Cisco IOS Master Commands List, All Releases』

IPSec

「Security for VPNs with IPsec」

クリプト マップ

• 「Security for VPNs with IPsec」
• 「Configuring Internet Key Exchange for IPsec
VPNs」

DPD

「IPsec Dead Peer Detection Periodic Message
Option」

セキュリティ コマンド

『Cisco IOS Security Command Reference』
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MIB
MIB

MIB のリンク

なし。

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

シスコのテクニカル サポート
説明

リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカ http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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

機能名

リリース

機能情報

IPSEC 優先ピア

Cisco IOS XE Release 2.1

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

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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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 IOS XE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

ステップ 1

コマンドまたはアクション

目的

enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

例：

• パスワードを入力します（要求された場合）。

Router> enable

ステップ 2

configureterminal

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。

例：
Router# configure terminal

ステップ 3

cryptomapmap-nameseq-numipsec-isakmp 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
例：
す。
Router(config)# crypto map secure_b 10
ipsec-isakmp

ステップ 4

matchaddressaccess-list-id
例：
Router(config-crypto-m)# match address
140

拡張アクセス リストに名前を付けます。
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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コマンドまたはアクション
ステップ 5

目的

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

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

• 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。

ステップ 6

settransform-settransform-set-name1
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
[transform-set-name2...transform-set-name6] 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
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
例：
します。
Router(config-crypto-m)# set
transform-set myset

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
関連項目

マニュアル タイトル

クリプト マップ

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

ISAKMP ポリシー

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

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

標準
標準

タイトル

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

MIB のリンク

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。

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
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RFC
RFC

タイトル

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
説明

リンク

シスコのサポート Web サイトでは、シスコの http://www.cisco.com/en/US/support/index.html
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、Cisco Notification Service（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

機能名

リリース

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

機能情報
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)
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