
IPSec トンネルの設定 - Cisco VPN 3000 コンセ
ントレータから Checkpoint 4.1 Firewall へ 
  

目次

はじめに
前提条件
要件
使用するコンポーネント
ネットワーク図
表記法
VPN 3000 コンセントレータの設定
Checkpoint 4.1 Firewall を設定して下さい
確認
トラブルシューティング
ネットワーク集約
VPN 3000 コンセントレータのデバッグ
Checkpoint 4.1 Firewall のデバッグ
debug 出力例
関連情報

はじめに

このドキュメントでは、2 つのプライベート ネットワークに参加するための、事前共有キーを使
用した IPSec トンネルを構成する方法について説明します。

Cisco VPN 3000 コンセントレータ（192.168.1.x）の中のプライベート ネットワーク。●

Checkpoint 4.1 Firewall （10.32.50.x）の中のプライベート ネットワーク。●

この設定が始まる前に VPN コンセントレータおよび内部の中からのトラフィックがインターネ
ットへの Checkpoint （172.18.124.x ネットワークによってこの資料で表される）フローするこ
とが仮定されます。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

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。



VPN 3000 コンセントレータ●

VPN 3000 コンセントレータ ソフトウェア リリース 2.5.2.F●

Checkpoint 4.1 Firewall●

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。

ネットワーク図

このドキュメントでは、次のネットワーク構成を使用しています。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

VPN 3000 コンセントレータの設定

VPN 3000 コンセントレータを設定するためにこれらのステップを完了して下さい。

Configuration > System > Tunneling Protocols > IPSec > IKE Proposals > Modify の順に選択
し、SHA ハッシュ、DES 暗号化、Diffie-Hellman Group 1 を指定した「des-sha」という名
前の IKE プロポーザルを作成します。Time Lifetime はデフォルトの 86400 秒のままにして
おきます。注: VPN コンセントレータ IKEライフタイムのための有効範囲は 60-2147483647
秒です。

1.

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


Configuration > System > Tunneling Protocols > IPSec > IKE Proposals の順に選択します。
「des-sha」を選択し、Activate をクリックして IKE プロポーザルをアクティブにします。

2.



Configuration > System > Tunneling Protocols > IPSec LAN-to-LAN > Add の順に選択します
。ピアとして Checkpoint アドレスの「to_checkpoint」と呼ばれる IPSecトンネルを設定し
て下さい。 Preshared Key に、実際のキーを入力します。 Authentication の下で
ESP/SHA/HMAC-160 を選択し、Encryption で DES-56 を選択します。 IKE プロポーザル
（この例では「des-sha」）、Local Network、および Remote Network を入力します。

3.





Configuration > Policy Management > Traffic Management > Security Associations > Modify
の順に選択します。 完全転送秘密が無効である確認し、デフォルトで IPsec 時間のライフ
タイムに 28800 秒をことを残して下さい。注: VPN コンセントレータ IPSecライフタイムの
ための有効範囲は 60-2147483647 秒です。

4.





設定を保存します。5.

Checkpoint 4.1 Firewall を設定して下さい

Checkpoint 4.1 Firewall を設定するには、次の手順を実行します。

IKE および IPSec デフォルト ライフタイムがベンダーの間で異なるので、チェックポイン
トライフタイムを VPN コンセントレータ デフォルトと一致するために設定するために
Properties > Encryption の順に選択 して下さい。VPN コンセントレータ デフォルト IKEラ
イフタイムは 86400 秒（=1440 分）です。VPN コンセントレータ デフォルトのIPSecライ
フタイムは 28800 秒です。

1.



Manage > Network objects > New (or Edit) > Network の順に選択し、Checkpoint の背後にあ
る内部（「cpinside」）ネットワークのオブジェクトを設定します。 これは VPN コンセン
トレータの「リモートネットワークと」一致するはずです。

2.



VPN コンセントレータにピア パラメータであるゲートウェイ（「RTPCPVPN」
Checkpoint）エンド ポイントのためのオブジェクトを編集するために Manage > Network
objects > Edit の順に選択 して下さい。Location の下で Internal を選択します。 Type で
Gateway を選択します。 インストールされるモジュールの下で VPN 1 及び FireWall-1 をチ
ェックし、管理ステーションをチェックして下さい。

3.



[Manage] > [Network objects] > [New]（または [Edit]）> [Network] の順に選択し、VPN コン
セントレータの背後にある外部（「inside_cisco」）ネットワークのオブジェクトを設定し
ます。 これは VPN コンセントレータの「ローカル」ネットワークと一致するはずです。

4.



[Manage] > [Network objects] > [New] > [Workstation] の順に選択し、外部（「
cisco_endpoint」）VPN コンセントレータ ゲートウェイのオブジェクトを追加します。 こ
れは VPN コンセントレータ「公共」インターフェイスです。Location の下で External を選
択します。 Type で Gateway を選択します。注: VPN-1/FireWall-1 チェックボックスは選択
しないでください。

5.

Manage > Network objects > Edit の順に選択し、Checkpoint ゲートウェイ エンドポイント
（「RTPCPVPN」という名前）の VPN タブを編集します。 Domain の下で Other を選択し
てから、Checkpoint ネットワークの内側（「cpinside」という名前）をドロップダウン リス
トから選択します。 [Encryption schemes defined] の下で、[IKE] を選択してから [Edit] をク

6.



リックします。
VPN コンセントレータに DES 56 および暗号化アルゴリズムと一致するために DES 暗号化
のための IKEプロパティを変更して下さい。

7.

VPN コンセントレータの SHA/HMAC-160 アルゴリズムと一致するために SHA1 ハッシュ
に IKEプロパティを変更して下さい。[Aggressive Mode] をオフにします。[Supports
Subnets] をオンにします。[Authentication Method] の [Pre-Shared Secret] をオンにします
。 これは VPN コンセントレータ 認証モードと、事前共有キー一致します。

8.



事前共有キーを実際の VPN コンセントレータ事前共有キーによって一致するために設定す
るために『Edit Secrets』 をクリック して下さい。isakmp key key address address

9.



netmask netmask
Manage > Network objects > Edit の順に選択し、「cisco_endpoint」の VPN タブを編集し
ます。 Domain の下で、Other を選択してから Cisco ネットワークの内側（「
inside_cisco」という名前）を選択します。 [Encryption schemes defined] の下で、[IKE] を
選択してから [Edit] をクリックします。

10.



VPN コンセントレータに DES 56 によって、暗号化アルゴリズム一致するために IKEプロ
パティ DES 暗号化を変更して下さい。

11.

VPN コンセントレータの SHA/HMAC-160 アルゴリズムと一致するために SHA1 ハッシュ
に IKEプロパティを変更して下さい。次の設定を変更します。Aggressive Mode を選択解
除します。[Supports Subnets] をオンにします。[Authentication Method] の [Pre-Shared
Secret] をオンにします。 これは事前共有キーの VPN コンセントレータ 認証モードと一致

12.



します。
事前共有キーを実際の VPN コンセントレータ事前共有キーによって一致するために設定す
るために『Edit Secrets』 をクリック して下さい。

13.

[Policy Editor] ウィンドウで、Source と Destination の両方に「inside_cisco」と「
cpinside」（双方向）を設定したルールを挿入します。 Service=Any、Action=Encrypt、お
よび Track=Long を設定します。

14.



[Action] 見出しの下で、緑の [Encrypt] アイコンをクリックし、[Edit properties] を選択して
暗号化ポリシーを設定します。

15.

IKE を選択してから Edit をクリックします。16.



IKE Properties ウィンドウで、VPN コンセントレータ IPsec トランスフォームと一致する
ためにこれらの特性を変更して下さい。[Transform] の [Encryption + Data Integrity (ESP)]
を選択します。 Encryption Algorithm は DES に、Data Integrity は SHA1 に、そして
Allowed Peer Gateway は外部 Cisco ゲートウェイ（「cisco_endpoint」という名前）に、
それぞれなります。 [OK] をクリックします。

17.

Checkpoint の設定後、[Checkpoint] メニューで [Policy] > [Install] を選択し、変更内容を有
効にします。

18.

確認

現在、この設定に使用できる確認手順はありません。

トラブルシューティング

ここでは、設定のトラブルシューティングに役立つ情報について説明します。

ネットワーク集約

暗号化ドメイン内の Checkpoint で複数の隣接する内部ネットワークが設定されている場合、この
デバイスによってそれらのネットワークが特定のトラフィックに関して自動的に集約されること
があります。 VPN コンセントレータが適合するように設定されていない場合、このトンネルに
障害が発生する可能性があります。 たとえば、10.0.0.0 /24 と 10.0.1.0 /24 の内部ネットワーク
がトンネルに含まれるように設定されている場合、それらが 10.0.0.0 /23 に集約される可能性が
あります。

VPN 3000 コンセントレータのデバッグ

可能性のある VPN コンセントレータ デバッグは IKE が、IKEDBG、IKEDECODE、IPSEC、
IPSECDBG、IPSECDECODE 含まれています。 デバッグは Configuration > System > Events >



Classes で設定します。



デバッグは Monitoring > Event log > Get Log で表示できます。



LAN間トンネルトラフィックをモニタするために Monitoring > Sessions の順に選択 して下さい
。

トンネルをクリアするために Administration > Administer Sessions > LAN-to-LAN sessions >
Actions - Logout の順に選択 して下さい。



   

Checkpoint 4.1 Firewall のデバッグ

注: このデバッグは Microsoft Windows NT がインストールされている場合のものです。 トラッキ
ングは Policy Editor ウィンドウで Long に設定されているため、拒否されたトラフィックがログ
ビューアに赤で表示されます。 より冗長なデバッグは下記のもので得ることができます:

C:\WINNT\FW1\4.1\fwstop

C:\WINNT\FW1\4.1\fw d -d

さらに、別のウィンドウで次のコマンドを実行します。

C:\WINNT\FW1\4.1\fwstart

Checkpoint の SAS をクリアするこれらのコマンドを発行して下さい:

fw tab -t IKE_SA_table -x

fw tab -t ISAKMP_ESP_table -x

fw tab -t inbound_SPI -x

fw tab -t ISAKMP_AH_table -x

「Are you sure ?」というプロンプトには「yes 」と プロンプトで発行します。

debug 出力例

Cisco VPN 3000 コンセントレータ

fw tab -t IKE_SA_table -x

fw tab -t ISAKMP_ESP_table -x

fw tab -t inbound_SPI -x

fw tab -t ISAKMP_AH_table -x

関連情報

IPSec ネゴシエーション/IKE プロトコル●

テクニカル サポートとドキュメント – Cisco Systems●
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