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概要

このドキュメントでは、Virtual Private Network（VPN；バーチャルプライベートネットワーク
）の確立のためのInternet Key Exchange(IKEv1)プロトコルプロセスについて説明し、IKEv1に関
するあらゆる種類のInternet Protocol Security(IPsec)の問題に対するトラブルシューティングを簡
素化します。

著者：Cisco TACエンジニア、Amanda Nava



前提条件

要件

基本的なセキュリティの概念に関する知識があることが推奨されます。

[Authentication]●

機密保持●

整合性●

IPSec●

使用するコンポーネント

このドキュメントの内容は、特定のソフトウェアやハードウェアのバージョンに限定されるもの
ではありません。

このドキュメントの情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されました。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
。ネットワークが稼働中の場合は、コマンドが及ぼす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

IPSec

IPsecは、IPレイヤでインターネット通信にセキュリティを提供するプロトコルスイートです。
IPsecの最も一般的な用途は、2つのロケーション（ゲートウェイ間）またはリモートユーザとエ
ンタープライズネットワーク（ホストからゲートウェイ）間でバーチャルプライベートネットワ
ーク(VPN)を提供することです。

IKEプロトコル

IPsecはIKEプロトコルを使用して、セキュアなサイト間またはリモートアクセス仮想プライベー
トネットワーク(VPN)トンネルをネゴシエートし、確立します。IKEプロトコルは、Internet
Security Association and Key Management Protocol(ISAKMP)（シスコのみ）とも呼ばれます。

IKEには2つのバージョンがあります。

IKEv1:RFC 2409で定義されているインターネットキー交換●

IKEバージョン2(IKEv2):RFC 4306、Internet Key Exchange(IKEv2)プロトコルで定義●

IKEフェーズ

ISAKMPはネゴシエーションを2つのフェーズに分割します。

フェーズ 1：2つのISAKMPピアは、ISAKMPネゴシエーションメッセージを保護するセキュ
アで認証されたトンネルを確立します。このトンネルはISAKMP SAと呼ばれます。
ISAKMPでは、次の2つのモードが定義されています。メインモード(MM)とアグレッシブモー
ド。

●

フェーズ 2：IPSecトンネルを介して転送されるデータの暗号化(SA)に関する重要な資料とア●



ルゴリズムをネゴシエートします。このフェーズはクイックモードと呼ばれます。
すべての抽象概念を具現化するために、フェーズ1トンネルは親トンネルで、フェーズ2はサブト
ンネルです。この図は、2つのフェーズをトンネルとして示しています。

注：フェーズ1(ISAKMP)トンネルは、2つのゲートウェイ間のコントロールプレーンVPNト
ラフィックを保護します。コントロールプレーンのトラフィックには、ネゴシエーションパ
ケット、情報パッケージ、DPD、キープアライブ、キー再生成などがあります。ISAKMPネ
ゴシエーションでは、UDP 500ポートと4500ポートを使用してセキュアチャネルを確立し
ます。

注：フェーズ2(IPsec)トンネルは、2つのゲートウェイ間でVPNを通過するデータプレーン
トラフィックを保護します。Tデータを保護するために使用されるアルゴリズムは、フェー
ズ2で設定され、フェーズ1で指定されたアルゴリズムとは独立しています。
これらのパケットのカプセル化と暗号化に使用されるプロトコルは、Encapsulation
Security Payload(ESP)です。

IKEモード（フェーズ1）

Main Mode

イニシエータがレスポンダにプロポーザルまたはプロポーザルを送信すると、IKEセッションが
開始されます。ノード間の最初の交換は、基本的なセキュリティポリシーを確立します。イニシ
エータは、使用する暗号化アルゴリズムと認証アルゴリズムを提案します。応答側が適切な提案
を選択し（提案が選択されていると仮定します）、イニシエータに送信します。次の交換では、
Diffie-Hellman公開鍵およびその他のデータが渡されます。それ以降のネゴシエーションはすべて
IKE SA内で暗号化されます。3番目の交換はISAKMPセッションを認証します。IKE SAが確立さ
れると、IPSecネゴシエーション（クイックモード）が開始されます。



アグレッシブ モード

アグレッシブモードでは、IKE SAネゴシエーションが3つのパケットに絞り込まれ、イニシエー
タによってSAに必要なすべてのデータが渡されます。応答側はプロポーザル、キーの内容、およ
びIDを送信し、次のパケットでセッションを認証します。イニシエータが応答し、セッションを
認証します。ネゴシエーションが迅速になり、発信側と応答側のIDがクリアテキストで渡されま
す。

IPsecモード（フェーズ2）

Quick Mode

IPSecネゴシエーション（クイックモード）は、アグレッシブモードのIKEネゴシエーションに似
ていますが、ネゴシエーションはIKE SA内で保護する必要があります。クイックモードは、デー
タ暗号化のためにSAをネゴシエートし、そのIPSec SAのキー交換を管理します。

IKE用語集

セキュリティアソシエーション(SA)は、セキュアな通信をサポートするために、2つのネット
ワークエンティティ間で共有セキュリティ属性を確立することです。SAには、暗号化アルゴ
リズムやモードなどの属性が含まれます。トラフィック暗号キー;接続を介して渡されるネッ
トワークデータのパラメータ。

●

ベンダーID(VID)は、ピアがNATトラバーサル、デッドピア検出機能、フラグメンテーション
などをサポートしているかどうかを判別するために処理されます。

●

Nonce:イニシエータが送信するランダムに生成された番号。このナンスは、合意されたキー
を使用して他のアイテムとハッシュされ、返信されます。発信側はcookieとnonceを確認し、
正しいnonceを持たないメッセージを拒否します。これは、ランダムに生成されたナンスを
予測できるサードパーティがいないため、リプレイを防止するのに役立ちます。

●

Diffie-Hellman (DH)の安全なキー交換プロセスのためのキー交換(KE)情報。●

Identity Initiator/responder(IDi/IDr)は、ピアに認証情報を送信するために使用されます。この
情報は、共有秘密の保護の下で送信されます。

●

Diffie-Hellman (DH)キー交換は、パブリックチャネルを介して安全に暗号化アルゴリズムを交
換する方法です。

●

IPSecの共有キーは、再び使用されるDHを使用して取得できます。DHを使用してPerfect
Forward Secrecy（PFS；完全転送秘密）を確保するか、元のDH交換を以前に取得した共有
秘密に更新できます。

●

メインモードパケット交換

各ISAKMPパケットには、トンネル確立のためのペイロード情報が含まれています。IKE用語集で
は、次の図に示すように、メインモードでのパケット交換のペイロードコンテンツの一部として
、IKEの略語について説明しています。



メインモード1(MM1)

ISAKMPネゴシエーションの条件を設定するには、次の内容を含むISAKMPポリシーを作成します
。

ピアのIDを確認するための認証方式。●

データを保護し、プライバシーを確保するための暗号化方式。●

Hashed Message Authentication Codes(HMAC)方式。送信者の身元を確認し、メッセージが
送信中に変更されていないことを確認します。

●

暗号キー決定アルゴリズムの強度を決定するDiffie-Hellmanグループ。セキュリティアプライ
アンスは、このアルゴリズムを使用して暗号化キーとハッシュキーを取得します。

●

セキュリティアプライアンスが暗号化キーを使用してから交換するまでの時間の制限。●

図に示すように、最初のパケットはIKEネゴシエーションのイニシエータによって送信されます
。

 



注：メインモード1は、IKEネゴシエーションの最初のパケットです。したがって、イニシ
エータSPIはランダムな値に設定され、レスポンダSPIは0に設定されます。  2番目のパケッ
ト(MM2)では、応答側のSPIに新しい値で応答する必要があり、ネゴシエーション全体で同
じSPI値が維持されます。

MM1がキャプチャされ、Wiresharkネットワークプロトコルアナライザが使用されている場合、
図に示すように、SPI値はInternet Security Association and Key Management
Protocol(ISAKMP)コンテンツ内にあります。

注：この場合、MM1パケットがパス内で失われるか、MM2応答がない場合、IKEネゴシエー
ションでは、再送信の最大数に達するまでMM1の再送信が維持されます。この時点で、イ
ニシエータは次のネゴシエーションが再びトリガーされるまで同じSPIを維持します。

ヒント：発信側と応答側のSPIの識別は、同じVPNに対する複数のネゴシエーションを特定
し、ネゴシエーションの問題を絞り込むうえで非常に役立ちます。

2つの同時ネゴシエーションの識別

Cisco IOS® XEプラットフォームでは、リモートIPアドレスが設定された条件でトンネルごとに
デバッグをフィルタリングできますが、同時ネゴシエーションがログに表示されるため、フィル
タリングはできません。手動で行う必要があります。前述したように、ネゴシエーション全体で
、発信側と応答側のSPI値が同じままになります。パケットが同じピアIPアドレスから受信された
が、ネゴシエーションが再送信の最大数に達する前に追跡された以前の値と一致しない場合は、
図に示すように、同じピアに対する別のネゴシエーションになります。



注：この例では、ネゴシエーションの最初のパケット(MM1)に対する同時ネゴシエーション
を示していますが、これは任意のネゴシエーションポイントで発生する可能性があります。
後続のすべてのパケットには、応答側SPIの0以外の値が含まれている必要があります。

メインモード2(MM2)

メインモード2パケットでは、応答側が一致したプロポーザルに対して選択したポリシーを送信し
、応答側のSPIがランダムな値に設定されます。ネゴシエーション全体で、同じSPI値が維持され
ます。図に示すように、MM2はMM1に応答し、SPIレスポンダは0とは異なる値に設定されます
。

MM2がキャプチャされ、Wiresharkネットワークプロトコルアナライザが使用されている場合、
イニシエータSPIとレスポンダSPIの値は、図に示すように、Internet Security Association and
Key Management Protocol(ISAKMP)の内容の中にあります。



メインモード3および4(MM3-MM4)

MM3パケットとMM4パケットは依然として暗号化されておらず、認証されておらず、秘密キー交
換が行われます。図にMM3とMM4を示します。

メインモード5および6(MM5-MM6)

MM5およびMM6パケットはすでに暗号化されていますが、まだ認証されていません。これらのパ
ケットでは、図に示すように認証が行われます。

クイックモード（QM1、QM2、およびQM3）

クイックモードは、メインモードとIKEがフェーズ1でセキュアトンネルを確立した後に発生しま
す。クイックモードは、IPSecセキュリティアルゴリズムの共有IPSecポリシーをネゴシエートし
、IPSec SA確立の鍵交換を管理します。ナンスは、新しい共有秘密キーのマテリアルを生成し、
生成された偽のSAからのリプレイ攻撃を防止するために使用されます。

図に示すように、このフェーズでは3つのパケットが交換されます。



アグレッシブモードパケット交換

 アグレッシブモードは、IKE SAネゴシエーションを3つのパケットに絞り込み、イニシエータが
SAに必要なすべてのデータを渡します。

応答側はプロポーザル、キーの内容、およびIDを送信し、次のパケットでセッションを認証
します。

●

イニシエータが応答し、セッションを認証します。●

ネゴシエーションが迅速になり、発信側と応答側のIDがクリアテキストで渡されます。●

次の図は、アグレッシブモードで交換された3つのパケットのペイロード内容を示しています。



メインモードとアグレッシブモード

メインモードと比較すると、アグレッシブモードは次の3つのパッケージに分類されます。

AM1はMM1とMM3を吸収します●

AM 2がMM2、MM4、およびMM6の一部を吸収します。これは、アグレッシブモードの脆弱
性が元になっています。AM 2はIDrを構成し、認証は暗号化されません。メインモードとは異
なり、この情報は暗号化されます。

●

AM 3はIDiと認証を提供し、これらの値は暗号化されます。●

IKEv2とIKEv1パケット交換

IKEv2ネゴシエーションでは、トンネルを確立するために交換されるメッセージが少なくなりま
す。IKEv2は4つのメッセージを使用します。IKEv1は6つのメッセージ（メインモード）または
3つのメッセージ（アグレッシブモード）を使用します。

IKEv2メッセージタイプは、要求と応答のペアとして定義されます。この図は、IKEv2とIKEv1の
パケット比較とペイロードの内容を示しています。



注：このドキュメントでは、IKEv2パケット交換の詳細については説明しません。詳細につ
いては、「IKEv2 Packet Exchange」および「プロトコルレベルデバッグ」を参照してくだ
さい。

ポリシーベースとルートベース

ポリシーベースのVPN

名前が示すように、ポリシーベースのVPNは、ポリシーの一致基準を満たす中継トラフィックに
対するポリシーアクションを持つIPsec VPNトンネルです。シスコデバイスの場合、アクセスリ
スト(ACL)は、VPNにリダイレクトされ、暗号化されるトラフィックを指定するために、暗号マ
ップに設定および接続されます。

図に示すように、トラフィックセレクタは、ポリシーで指定されたサブネットまたはホストです
。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/115936-understanding-ikev2-packet-exch-debug.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/115936-understanding-ikev2-packet-exch-debug.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/115936-understanding-ikev2-packet-exch-debug.html


ルートベースのVPN

ポリシーは必要なく、トラフィックはルートを持つトンネルにリダイレクトされ、トンネルイン
ターフェイス上のダイナミックルーティングをサポートします。図に示すように、トラフィック
セレクタ（VPNを介して暗号化されたトラフィック）はデフォルトで0.0.0.0.から0.0.0.0です。

注：トラフィックセレクタは0.0.0.0であるため、すべてのホストまたはサブネットが含まれ
るため、SAは1つだけ作成されます。ダイナミックトンネルには例外があります。このドキ
ュメントでは、ダイナミックトンネルについては説明していません。



図に示すように、ポリシーおよびルートベースのVPNを実現できます。

.

注：SAが1つだけ作成されたルートベースのVPNとは異なり、ポリシーベースのVPNは複数
のSAを作成できます。ACLが設定されると、ACL上の各ステートメント（ACLが異なる場
合）によってサブトンネルが作成されます。

VPNを介してトラフィックが受信されない一般的な問題

ISPがUDP 500/4500をブロック

これは、インターネットサービスプロバイダー(ISP)がUDP 500/4500ポートをブロックする非常
に一般的な問題です。IPSecトンネルを確立するには、2つの異なるISPを接続でき、一方のISPが
ポートをブロックし、もう一方のISPがポートを許可します。

この図は、ISPがUDP 500/4500ポートを一方向でのみブロックできる2つのシナリオを示してい
ます。



注：ポートUDP 500は、インターネットキー交換(IKE)によってセキュアVPNトンネルの確
立に使用されます。NATが1つのVPNエンドポイントに存在する場合は、UDP 4500が使用
されます。

注：ISPがUDP 500/4500をブロックすると、IPSecトンネルの確立に影響が及び、確立され
ません。

ISPがESPをブロック

IPSecトンネルに関するもう1つの非常に一般的な問題は、ISPがESPトラフィックをブロックす
る一方で、UDP 500/4500ポートを許可することです。たとえば、UDP 500/4500ポートは双方向
で許可されるため、トンネルは正常に確立されますが、ESPパケットは両方向のISPまたはISPに
よってブロックされるため、図に示すようにVPNを通過する暗号化トラフィックは失敗します。



注：ISPがESPパケットをブロックすると、IPsecトンネルの確立は成功しますが、暗号化
されたトラフィックが影響を受けます。これは、VPNがアップ状態で反映される可能性があ
りますが、トラフィックはその上で動作しません。 

ヒント：ESPトラフィックが1方向でのみブロックされるシナリオも同様に存在する可能性
があります。症状は同じですが、トンネル統計情報、カプセル化、カプセル化解除カウンタ
、RXおよびTXカウンタで簡単に検出できます。

関連情報

KEv2パケット交換およびプロトコルレベルデバッグ●

インターネットキー交換(IKE):RFC 2409●

Internet Key Exchange(IKEv2)プロトコル●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/115936-understanding-ikev2-packet-exch-debug.html
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2409
https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4306
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/index.html
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