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概要

このドキュメントでは、Cisco Identity Service Engine（ISE）2.2 とネットワーク アクセス デバ
イス（NAD）間の通信を保護するために、RADIUS IPSEC を設定およびトラブルシューティング
する方法について説明します。 RADIUS トラフィックは、適応型セキュリティ アプライアンス
（ASA）と ISE 間のサイト間（LAN-to-LAN）IPSec インターネット キー エクスチェンジ バージ
ョン 1 および 2（IKEv1 および IKEv2）のトンネル内で暗号化する必要があります。 このドキュ
メントでは、AnyConnect SSL VPN の設定については説明しません。



前提条件

要件

次の項目に関する知識が推奨されます。

ISE●

Cisco ASA●

一般的な IPSec の概念●

一般的な RADIUS の概念●

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。

ソフトウェア バージョン 9.4(2)11 が稼働する Cisco 5515-X シリーズ ASA●

Cisco Identity Service Engine バージョン 2.2●

Windows 7 Service Pack 1●

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。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

背景説明

目的は、IPSec による安全でない MD5 ハッシュ、Radius、および TACACS を使用するプロトコ
ルを保護することです。 以下を考慮してください。

Cisco ISE は、トンネル モードとトランスポート モードで IPSec をサポートします。●

Cisco ISE インターフェイスで IPSec を有効にすると、Cisco ISE と NAD 間に IPSec トンネ
ルが作成され、通信が保護されます。

●

事前共有キーを定義するか、または IPSec 認証用に X.509 証明書を使用できます。●

IPSec は、Eth1 ～ Eth5 のインターフェイスで有効にできます。 1 つの PSN につき 1 つの
Cisco ISE インターフェイスにのみ IPSec を設定できます。

●

ISE IPSec アーキテクチャ



暗号化されたパケットが GE-1 ISE インターフェイスで受信されると、ESR は Eth0/0 インターフ
ェイスでそれらを傍受します。

interface Ethernet0/0

 description e0/0->connection to external NAD

 ip address 10.48.26.170 255.255.255.0

 ip nat outside

 ip virtual-reassembly in

 no ip route-cache

 crypto map radius

ESR はそれを復号し、事前設定された NAT ルールに従ってアドレス変換します。 発信（NAD 方
向）RADIUS/TACACS パケットは、Ethernet0/0 インターフェイス アドレスに変換され、その後
暗号化されます。

ip nat inside source list 1 interface Ethernet0/0 overload

ip nat inside source static udp 10.1.1.2 1645 interface Ethernet0/0 1645

ip nat inside source static udp 10.1.1.2 1646 interface Ethernet0/0 1646

ip nat inside source static udp 10.1.1.2 1812 interface Ethernet0/0 1812

ip nat inside source static udp 10.1.1.2 1813 interface Ethernet0/0 1813

ip nat inside source static tcp 10.1.1.2 49 interface Ethernet0/0 49

access-list 1 permit 10.1.1.0 0.0.0.3

RADIUS/TACACS ポート上の Eth0/0 インターフェイス宛てのパケットは、Eth0/1 インターフェ
イスから ISE の内部アドレスである 10.1.1.2 IP アドレスに転送される必要があります。 Eth0/1
の ESR 設定

interface Ethernet0/1

 description e0/1->tap0 internal connection to ISE

 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252

 ip nat inside

 ip virtual-reassembly in



 no ip route-cache

内部 Tap-0 インターフェイスの ISE 設定：

ISE22-1ek/admin# show interface | b tap0

tap0: flags=4163<UP,BROADCAST,RUNNING,MULTICAST>  mtu 1500

       inet 10.1.1.2  netmask 255.255.255.252  broadcast 10.1.1.3

       inet6 fe80::6c2e:37ff:fe5f:b609  prefixlen 64  scopeid 0x20<link>

       ether 6e:2e:37:5f:b6:09  txqueuelen 500  (Ethernet)

       RX packets 81462  bytes 8927953 (8.5 MiB)

       RX errors 0  dropped 68798  overruns 0  frame 0

       TX packets 105  bytes 8405 (8.2 KiB)

       TX errors 0  dropped 0 overruns 0  carrier 0  collisions 0

設定

この項では、ASA CLI および ISE の設定を完了する方法について説明します。

ネットワーク図

このドキュメントの情報は、このネットワーク設定を使用します。

ASA の設定

ASA インターフェイスの設定

ASA インターフェイスが設定されていない場合、少なくとも IP アドレス、インターフェイス名
、およびセキュリティ レベルを設定してください。

interface GigabitEthernet0/0

 nameif outside

 security-level 100

 ip address 10.48.66.202 255.255.254.0

IKEv1 ポリシーを設定し、外部インターフェイスの IKEv1 を有効にする

IKEv1 接続用の Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）ポリシ
ーを設定するには、crypto ikev1 policy<priority> コマンドを入力します。

crypto ikev1 policy 20



 authentication pre-share

 encryption aes

 hash sha

 group 5

 lifetime 86400

注: IKEv1 ポリシーが一致するのは、2 つのピアからの両方のポリシーに、同じ認証、暗号
化、ハッシュ、Diffie-Hellman パラメータ値が含まれている場合です。 IKEv1 では、リモー
ト ピアのポリシーで指定されているライフタイムが、開始側から送信されたポリシーのラ
イフタイム以下であることも必要です。 ライフタイムが等しくない場合、ASA は短い方の
ライフタイムを使用します。 

VPN トンネルの終端となるインターフェイスで、IKEv1 を有効にする必要があります。 通常、こ
れは外部（またはパブリック）インターフェイスです。 IKEv1 を有効にするには、グローバル コ
ンフィギュレーション モードに crypto ikev1 enable <interface-name> コマンドを入力します。

crypto ikev1 enable outside

トンネル グループ（LAN-to-LAN 接続プロファイル）の設定

LAN-to-LAN トンネルの接続プロファイル タイプは ipsec-l2l です。 IKEv1 事前共有キーを設定す
るには、tunnel-group ipsec-attributes 設定モードを入力します。

crypto ikev1 enable outside

対象の VPN トラフィックの ACL の設定

ASA は、保護を必要としないトラフィックから、IPSec 暗号化で保護する必要があるトラフィッ
クを識別するために、アクセス コントロール リスト（ACL）を使用します。 これは、許可
Application Control Engine（ACE）に一致する発信パケットを保護し、許可 ACE に一致する着信
パケットが確実に保護されるようにします。

access-list 101 extended permit ip host 10.48.66.202 host 10.48.26.170

注: VPN トラフィックの ACL は、ネットワーク アドレス変換（NAT）後の送信元と宛先の
IP アドレスを使用します。 この場合、暗号化される唯一のトラフィックは、ASA と ISE の
間のトラフィックです。

IKEv1 トランスフォーム セットの設定

IKEv1 トランスフォーム セットとは、ASA のデータ保護方法を定義したセキュリティ プロトコ
ルとアルゴリズムの組み合わせのことです。 ピアは、IPsec セキュリティ アソシエーション
（SA）のネゴシエーション中に、両方のピアで同一であるトランスフォーム セットまたはプロ
ポーザルを識別する必要があります。 次に ASA はこの一致しているトランスフォーム セットま
たはプロポーザルを適用して SA を作成し、この SA によって暗号マップに対するアクセス リス
トのデータ フローが保護されます。

IKEv1 トランスフォーム セットを設定するには、crypto ipsec ikev1 transform-set コマンドを入
力します。



crypto ipsec ikev1 transform-set SET2 esp-aes esp-sha-hmac

暗号マップの作成とインターフェイスへの適用

暗号マップは IPSec SA でネゴシエートされる IPSec ポリシーを定義し、以下を含みます。

IPSec 接続が許可および保護するパケットを識別するためのアクセス リスト●

ピア ID●

IPSec トラフィックのローカル アドレス●

IKEv1 トランスフォーム セット●

次に例を示します。

crypto ipsec ikev1 transform-set SET2 esp-aes esp-sha-hmac

ここで、インターフェイスに暗号マップを適用できます。

crypto map MAP interface outside

ASA の最終設定

ASA の最終設定を次に示します。

crypto map MAP interface outside

ISE 設定

ISE での IP アドレスの設定

アドレスを CLI からインターフェイス GE1 ～ GE5 に対して設定する必要があります。GE0 はサ
ポートされません。

crypto map MAP interface outside

注: インターフェイスに IP アドレスが設定された後、アプリケーションが再起動します。
% Changing the IP address might cause ISE services to restart
Continue with IP address change?  Y/N [N]: Y

ISE の IPSec グループへの NAD の追加

[管理（Administration）] > [ネットワーク リソース（Network Resources）] > [ネットワーク デバ
イス（Network Devices）] に移動します。 [Add] をクリックします。 [Name]、[IP Address]、
[Shared Secret] を設定します。 NAD から IPSec トンネルを終了するには、IPSEC のネットワー
ク デバイス グループに対し [YES] を選択します。



NAD を追加した後、RADIUS トラフィックが ESR を通過して暗号化されるように、ISE に追加
のルートを作成する必要があります。

crypto map MAP interface outside

ISE での IPSEC の有効化

[Administration] > [System] > [Settings] に移動します。 [Radius] をクリックして、さらに [IPSEC]
をクリックします。 [PSN (Single/Multiple/All) Select Enable] オプションを選択し、インターフェ
イスを選択して、認証方式を選択します。 [Save] をクリックします。 この時点で、選択したノ
ードでサービスが再起動されます。



サービスが再起動した後、ISE CLI の設定に IP アドレスがなくシャットダウン状態の設定済みの
インターフェイスが表示され、ESR（埋め込み型サービス ルータ）が ISE インターフェイスを制
御することが予測されることに注意してください。

crypto map MAP interface outside

サービスが再起動されると、ESR 機能が有効になります。 ESR にログインするには、コマンド
ラインに esr と入力します。

crypto map MAP interface outside

ESR には、次の暗号化設定があります。

crypto map MAP interface outside

 ASA は sha256 ハッシング アルゴリズムをサポートしていないため、IPSEC の第 1 フェーズお
よび第 2 フェーズの IKEv1 ポリシーに一致するように ESR に追加の設定が必要です。 ASA で設
定されたものと一致するように、isakmp ポリシーとトランスフォーム セットを設定します。

crypto map MAP interface outside

 ESR に暗号化されたパケットを送信するルートがあることを確認します。

crypto map MAP interface outside



確認

ASA

Anyconnect クライアントが接続するまでは、ASA には暗号化セッションはありません。

crypto map MAP interface outside

 クライアントは Anyconnect VPN クライアント経由で接続し、認証元として ISE 2.2 が使用され
ます。

ASA によって Radius パケットが送信され、VPN セッションの確立がトリガーされます。トンネ
ルが確立されると、ASA に次の出力が表示され、トンネルのフェーズ 1 が起動していることが確
認されます。

crypto map MAP interface outside

フェーズ 2 が起動し、パケットの暗号化と復号が行われます。

crypto map MAP interface outside

ESR

フェーズ 1 が起動しているという同じ出力は ESR 上でも確認できます。

crypto map MAP interface outside

フェーズ 2 が起動し、パケットの暗号化と復号が正常に行われます。



crypto map MAP interface outside

ISE

ライブ認証は、通常の PAP_ASCII 認証を示します。

ISE の GE1 インターフェイスで取得され、ESP または Radius でフィルタリングされたキャプチ
ャは、クリア テキストに Radius がないことを確認し、すべてのトラフィックが暗号化されます
。

また、トンネルが起動して稼働している場合は、ISE - 認可変更（CoA）から暗号化されたパケッ
トを送信することもできます。

この例では、セッションの終了が発行され、その結果 VPN クライアントが切断されました。

トラブルシューティング

一般的な VPN トラブルシューティング テクニックは、IPSEC に関連する問題のトラブルシュー



ティングに適用できます。 以下で役立つドキュメントを見つけることができます。

PSK によるサイト間 VPN の IOS IKEv2 デバッグのトラブルシューティング テクニカルノート

PSK によるサイト間 VPN 用の ASA IKEv2 デバッグ

IPSec のトラブルシューティング： debug コマンドの説明と使用

NAD と ISE 2.2 の間の FlexVPN サイト間（DVTI と暗号マップ
の間）の設定

FlexVPN で RADIUS トラフィックを保護することもできます。 以下のサンプルでは次のトポロ
ジが使用されています。

FlexVPN の設定は簡単です。 詳細は、こちらをご覧ください。

http://www.cisco.com/c/en/us/support/docs/security/flexvpn/116008-flexvpn-nge-config-00.html

ASA の設定

crypto map MAP interface outside

ISE での ESR の設定

crypto map MAP interface outside

FlexVPN 設計の検討事項

VPN トンネルは ESR 側の DVTI と ASA 側の暗号マップを使用して構築されます。上記の設
定では、ASA は内部インターフェイスから生成された Radius パケットを生成できます。こ
れにより、VPN セッションの確立をトリガーするための暗号化のための正しいアクセス リス
トが保証されます。

●

この場合、ASA NAD は内部インターフェイスの IP アドレスを使用して ISE で定義される必
要があることに注意してください。

●

//www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/ip/internet-key-exchange-ike/115934-technote-ikev2-00.html
//www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security/asa-5500-x-series-next-generation-firewalls/115935-asa-ikev2-debugs.html
//www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/5409-ipsec-debug-00.html
/content/en/us/support/docs/security/flexvpn/116008-flexvpn-nge-config-00.html
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