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概要

この資料に Firepower デバイス マネージャ（FDM）が管理する Firepower Threat Defense
（FTD）のサイト間VPN を設定する方法を記述されています。

カメロン Schaeffer によって貢献される、Cisco TAC エンジニア。

前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

VPN の基本的な知識●

FDN のエクスペリエンス●

適応型セキュリティ アプライアンス（ASA）ソフトウェア（ASA）コマンド・ラインとのエ
クスペリエンス

●

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco FTD 6.5●

ASA 9.10(1)32●



IKEv2●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 対象の
ネットワークが実稼働中である場合には、どのような作業についても、その潜在的な影響につい
て確実に理解しておく必要があります。

設定

FDM の FTD の設定で起動します。

保護されたネットワークを定義して下さい

オブジェクト > ネットワーク > Add に新しいネットワーク ナビゲートして下さい。

FDM GUI からの LAN ネットワークのためのオブジェクトを設定して下さい。 イメージに示すよ
うに FDM デバイスの背後にあるローカル ネットワークのためのオブジェクトを作成して下さい
。

イメージに示すように ASA デバイスの背後にあるリモートネットワークのためのオブジェクトを
作成して下さい。



サイト間VPN を設定して下さい

サイト間VPN への移動は > サイト間接続を作成します。

イメージに示すように FDM のサイト間のウィザードを通過して下さい。



サイト間接続にひと目で分かる接続プロファイル名前をつけて下さい。 

正しい外部インタフェースを FTD に選択し、次に Site to Site VPN を渡って暗号化される必要が
あるローカル ネットワークを選択して下さい。

リモートピアのパブリックインターフェイスを設定 して下さい。 それからイメージに示すように
サイト間VPN を渡って暗号化されるリモートピアのネットワークを選択して下さい。

Next ページで、イメージに示すようにインターネット キー エクスチェンジ（IKE）パラメータを
設定 するために Edit ボタンを選択して下さい。



イメージに示すように作成新しい IKE ポリシー ボタンを選択して下さい。

このガイドは IKEv2 頭文字交換のためにこれらのパラメータを使用します:



暗号化 AES-256
統合 SHA256
DH（Diffie-Hellman） グループ 14
PRF SHA256

メイン ページで背部、IPSec 提案に Edit ボタンを選択して下さい。 イメージに示すように
IPSec 新しい提案を作成して下さい。



このガイドは IPSec のためにこれらのパラメータを使用します:

暗号化 AES-256

統合 SHA256



認証を事前共有キーに設定 し、両端で使用する事前共有キー（PSK）を入力して下さい。 このガ
イドでは、Cisco の PSK はイメージに示すように使用されます。

内部 NAT 免除されているインターフェイスを設定 して下さい。 多重があれば手動 NAT 免除さ



れているルール使用する内部インターフェイスはポリシー > NAT の下で作成される必要がありま
す。

最終的なページで、サイト間接続の要約は表示されます。 正しい IP アドレスが選択され、適切
な暗号化パラメータが Finish ボタンを押すために使用されるようにすれば。 新しいサイト間VPN
を展開して下さい。

ASA 設定は CLI の使用と完了します。

ASA の設定

ASA の outside インターフェイスの IKEv2 を有効に して下さい:1.

Crypto ikev2 enable outside

 2. IKEv2 ポリシーを作成して下さい FTD で設定される同じパラメータを定義する:

Crypto ikev2 policy 1

Encryption aes-256

Integrity sha256

Group 14

Prf sha256

Lifetime seconds 86400

 3. IKEv2 プロトコルを可能にするグループ ポリシーを作成して下さい:

Group-policy FDM_GP internal

Group-policy FDM_GP attributes

Vpn-tunnel-protocol ikev2

 4. ピア FTD パブリックIPアドレスのためのトンネル グループを作成して下さい。 グループ ポ
リシーを参照し、前共有キーを規定 して下さい:

Tunnel-group 172.16.100.10 type ipsec-l2l



Tunnel-group 172.16.100.10 general-attributes

Default-group-policy FDM_GP

Tunnel-group 172.16.100.10 ipsec-attributes

ikev2 local-authentication pre-shared-key cisco

ikev2 remote-authentication pre-shared-key cisco

 5. access-list を作成して下さい暗号化されるべきトラフィックを定義する: （FTDSubnet
10.10.116.0/24） （ASASubnet 10.10.110.0/24）:

Object network FDMSubnet

Subnet 10.10.116.0 255.255.255.0

Object network ASASubnet

Subnet 10.10.110.0 255.255.255.0

Access-list ASAtoFTD extended permit ip object ASASubnet object FTDSubnet

 6. FTD で規定 される アルゴリズムを参照する IKEv2 IPsec 提案を作成して下さい:

Crypto ipsec ikev2 ipsec-proposal FDM

Protocol esp encryption aes-256

Protocol esp integrity sha-256

 7. 設定を接続する暗号マップエントリを作成して下さい:

Crypto map outside_map 20 set peer 172.16.100.10

Crypto map outside_map 20 match address ASAtoFTD

Crypto map outside_map 20 set ikev2 ipsec-proposal FTD

Crypto map outside_map 20 interface outside

 8. VPN トラフィックはファイアウォールによって NATTED であることを防ぐ NAT 免除文を作
成して下さい:

Nat (inside,outside) 1 source static ASASubnet ASASubnet destination static FDMSubnet FDMSubnet

no-proxy-arp route-lookup

確認

このセクションでは、設定が正常に機能していることを確認します。

VPN トンネルによってトラフィックを初期化するように試みて下さい。 ASA または FTD のコマ
ンド・ラインへのアクセスを使うと、これはパケット トレーサー コマンドで実行することができ
ます。 始動にパケット トレーサー コマンドをトンネルが起動するかどうか確かめるために VPN
トンネル使用するときそれは二度実行する必要があります。 最初にコマンドは、VPN トンネル
ありますの下で発行されます従ってパケット トレーサー コマンドは VPN 暗号化 ドロップすると
失敗します。 これが常に失敗するのでパケット トレーサーでソース IP アドレスとしてファイア
ウォールの内部 IP アドレスを使用しないで下さい。

firepower# packet-tracer input inside icmp 10.10.116.10 8 0 10.10.110.10

Phase: 9

Type: VPN

Subtype: encrypt

Result: DROP



Config:

Additional Information:

firepower# packet-tracer input inside icmp 10.10.116.10 8 0 10.10.110.10

Phase: 1

Type: ROUTE-LOOKUP

Subtype: Resolve Egress Interface

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

found next-hop 172.16.100.1 using egress ifc outside

Phase: 2

Type: UN-NAT

Subtype: static

Result: ALLOW

Config:

nat (inside,outside) source static |s2sAclSrcNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-5ddd47126971

|s2sAclSrcNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-5ddd47126971 destination static

|s2sAclDestNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-5ddd47126971 |s2sAclDestNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-

5ddd47126971 no-proxy-arp route-lookup

Additional Information:

NAT divert to egress interface outside

Untranslate 10.10.110.10/0 to 10.10.110.10/0

Phase: 3

Type: ACCESS-LIST

Subtype: log

Result: ALLOW

Config:

access-group NGFW_ONBOX_ACL global

access-list NGFW_ONBOX_ACL advanced trust object-group |acSvcg-268435457 ifc inside any ifc

outside any rule-id 268435457 event-log both

access-list NGFW_ONBOX_ACL remark rule-id 268435457: ACCESS POLICY: NGFW_Access_Policy

access-list NGFW_ONBOX_ACL remark rule-id 268435457: L5 RULE: Inside_Outside_Rule

object-group service |acSvcg-268435457

service-object ip

Additional Information:

Phase: 4

Type: NAT

Subtype:

Result: ALLOW

Config:

nat (inside,outside) source static |s2sAclSrcNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-5ddd47126971

|s2sAclSrcNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-5ddd47126971 destination static

|s2sAclDestNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-5ddd47126971 |s2sAclDestNwgV4|c9911223-779d-11ea-9c1b-

5ddd47126971 no-proxy-arp route-lookup

Additional Information:

Static translate 10.10.116.10/0 to 10.10.116.10/0

Phase: 9

Type: VPN

Subtype: encrypt

Result: ALLOW

Config:

Additional Information:

Result:

input-interface: inside

input-status: up

input-line-status: up



output-interface: outside

output-status: up

output-line-status: up

Action: allow

トンネルステータスを監視するために、FTD または ASA の CLI にナビゲートして下さい。

FTD CLI から、コマンドで phase-1 および phase-2 が暗号 ikev2 sa 示すことを確認して下さい
。

> show crypto ikev2 sa

IKEv2 SAs:

Session-id:1, Status:UP-ACTIVE, IKE count:1, CHILD count:1

Tunnel-id Local                                              

Remote                                                  Status         Role

  3821043 172.16.100.10/500                                   

192.168.200.10/500                                         READY    INITIATOR

      Encr: AES-CBC, keysize: 256, Hash: SHA256, DH Grp:14, Auth sign: PSK, Auth verify: PSK

      Life/Active Time: 86400/1150 sec

Child sa: local selector  10.10.116.0/0 - 10.10.116.255/65535

          remote selector 10.10.110.0/0 - 10.10.110.255/65535

          ESP spi in/out: 0x7398dcbd/0x2303b0c0

トラブルシューティング

このセクションでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報を提供します。

最初の接続上の問題

VPN を構築するとき、トンネルをネゴシエートする双方があります。 従ってトンネル失敗の型
を解決するとき、メッセージ交換の両側を得ることが最善です。 方法の詳しいガイドは IKEv2 ト
ンネルをデバッグするここに見つけることができます: IKEv2 VPN をデバッグする方法

トンネル失敗のほとんどのコモン コーズは接続上の問題です。 これを判別する最もよい方法はデ
バイスのパケット キャプチャを奪取 することです。

デバイスのパケット キャプチャを奪取 するのにこのコマンドを使用して下さい:

Capture capout interface outside match ip host 172.16.100.10 host 192.168.200.10

キャプチャがきちんと整っていたら、VPN 上のトラフィックを送信 し、パケット キャプチャの
双方向トラフィックがあるように確認することを試みて下さい。

コマンドでパケット キャプチャを示しますキャップ capout を検討して下さい。

firepower# show cap capout

4 packets captured

   1: 01:21:06.763983       172.16.100.10.500 > 192.168.200.10.500:  udp 574

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/115935-asa-ikev2-debugs.html


   2: 01:21:06.769415       192.168.200.10.500 > 172.16.100.10.500:  udp 619

   3: 01:21:06.770666       172.16.100.10.500 > 192.168.200.10.500:  udp 288

   4: 01:21:06.773748       192.168.200.10.500 > 172.16.100.10.500:  udp 256

トラフィック仕様問題

ユーザが直面するよくあるトラフィック問題は次のとおりです:

FTD の後ろのルーティングの問題-割り当てられた IP アドレスおよび VPN クライアントにパ
ケットを戻すことが不可能な内部ネットワーク。

●

トラフィックをブロックするアクセスコントロール アクセス・コントロール・リスト。●

VPN トラフィックのためにバイパスされないネットワーク アドレス変換（NAT）。●

FDM によって管理される FTD のサイト間VPN に関するさらに詳しい情報については完全なコン
フィギュレーション ガイドをここに見つけることができます: FDM コンフィギュレーション ガイ
ドが管理する FTD。

/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/fdm/fptd-fdm-config-guide-650/fptd-fdm-s2svpn.html
/content/en/us/td/docs/security/firepower/650/fdm/fptd-fdm-config-guide-650/fptd-fdm-s2svpn.html
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