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Easy VPN および IPSec トンネルを使用した VPN の設定
Ciscoルータと他のブロードバンドデバイスは、インターネットへの高パフォーマンスな接続を
提供しますが、多くのアプリケーションでは、高レベルの認証を実行し、2つの特定のエンドポ
イント間でデータを暗号化する VPN接続のセキュリティも必要です。

サイト間とリモートアクセスの 2種類の VPNがサポートされます。サイト間 VPNは、ブランチ
オフィスとコーポレートオフィスを接続する場合などに使用します。リモートアクセスVPNは、
企業ネットワークにログインする際にリモートクライアントによって使用されます。
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この章の例は、Cisco Easy VPNと IPSecトンネルを使用してリモートクライアントと企業ネット
ワーク間の接続を設定し、セキュアにするリモートアクセス VPNの構成を示しています。以下
の図は、一般的な導入シナリオです。

図 1：IPSec トンネルを使用したリモートアクセス VPN

リモート、ネットワークで接続されたユーザ1

VPNクライアント：Cisco 860および Cisco 880
シリーズ ISR

2

ルータ：本社オフィスへのネットワークアクセ

スを提供

3

VPNサーバ：Easy VPNサーバ4

ネットワークアドレスが 10.1.1.1のコーポレー
トオフィス

5

IPSecトンネル6

Cisco Easy VPN

Cisco EasyVPNクライアント機能を使用し、CiscoUnity Clientプロトコルを実装することにより、
面倒な設定作業が大幅に削減されます。このプロトコルでは、内部 IPアドレス、内部サブネット
マスク、DHCPサーバアドレス、WINSサーバアドレス、およびスプリットトンネリングフラグ
など、ほとんどの VPNパラメータを IPSecサーバとして機能している VPNサーバで定義できま
す。
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Easy VPNサーバ対応のデバイスでは、PC上で Cisco Easy VPNリモートソフトウェアを実行して
いるモバイルおよびリモート作業者が開始した VPNトンネルを終了できます。Easy VPNサーバ
対応のデバイスでは、リモートルータを Easy VPNリモートノードとして動作させることができ
ます。

Cisco Easy VPNクライアント機能は、クライアントモードとネットワーク拡張モードの 2つの
モードのいずれかに設定できます。デフォルト設定はクライアントモードで、クライアントサイ

トの装置だけが中央サイトのリソースにアクセスできます。クライアントサイトのリソースは、

中央サイトでは利用できません。ネットワーク拡張モードでは、中央サイトのユーザはクライア

ントサイトのネットワークリソースにアクセスできます。

IPSecサーバが設定されている場合は、サポート対象の Cisco 819、Cisco 860、および Cisco 880シ
リーズ ISRなどの IPSecクライアント上で最小限の設定を行うことにより、VPN接続を作成でき
ます。IPSecクライアントが VPNトンネル接続を開始すると、IPSecサーバは IPSecポリシーを
IPSecクライアントに転送し、対応する VPNトンネル接続を作成します。

Cisco Easy VPNクライアント機能で設定できるのは、1つの宛先ピアだけです。アプリケー
ションで複数の VPNトンネルを作成する必要がある場合、手動でクライアントおよびサーバ
側の両方に IPSec VPNおよびネットワークアドレス変換/ピアアドレス変換（NAT/PAT）パラ
メータを設定する必要があります。

（注）

設定作業

このネットワークシナリオのルータを設定するには、次の作業を実行します。

• IKEポリシーの設定, （4ページ）

•グループポリシー情報の設定, （5ページ）

•クリプトマップへのモード設定の適用, （7ページ）

•ポリシールックアップの有効化, （7ページ）

• IPSecトランスフォームおよびプロトコルの設定, （8ページ）

• IPSec暗号方式およびパラメータの設定, （10ページ）

•物理インターフェイスへのクリプトマップの適用, （11ページ）

• Easy VPNリモートコンフィギュレーションの作成, （12ページ）

この設定タスクの結果を示す例は、VPNおよび IPSecの設定例, （14ページ）をご覧ください。

この章の手順では、基本的なルータ機能と、NAT、DCHP、および VLANを使用した PPPoE
または PPPoAがすでに設定されていることを前提とします。これらの設定作業を実行してい
ない場合は、ご使用のルータに合わせて、「ルータの基本設定」、「PPP over Ethernetと NAT
の設定」、「PPP over ATMと NATの設定」、およびDHCPおよび VLANによる LANの設定
を参照してください。

（注）
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この章の例は、Cisco 819、860および 880シリーズルータのエンドポイント設定のみを示して
います。いずれの VPN接続も、両端のエンドポイントが適切に機能するように設定されてい
る必要があります。他のルータモデルでの VPN設定については、必要に応じてソフトウェア
コンフィギュレーションマニュアルを参照してください。

（注）

IKE ポリシーの設定
インターネットキー交換（IKE）ポリシーを設定するには、グローバルコンフィギュレーション
モードから始め、次の手順を実行します。

手順の概要

1. cryptoisakmppolicy priority
2. encryption{des|3des|aes|aes192|aes256}
3. hash{md5|sha}
4. authentication {rsa-sig|rsa-encr|pre-share}
5. group {1|2|5}
6. lifetime seconds
7. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

IKEネゴシエーション時に使用される IKEポリシーを作成し
ます。プライオリティ番号の範囲は 1～ 10000で、プライオ
リティが最も高いのは 1です。

cryptoisakmppolicy priority

例：

Router(config)# crypto isakmp policy
1

ステップ 1   

また、インターネットセキュリティアソシエーションキー

および管理（ISAKMP）ポリシーコンフィギュレーション
モードを開始します。

IKEポリシーに使用される暗号化アルゴリズムを指定します。encryption{des|3des|aes|aes192|aes256}

例：

Router(config-isakmp)# encryption
3des

ステップ 2   

この例では、168ビットデータ暗号規格（DES）を指定しま
す。

IKEポリシーに使用されるハッシュアルゴリズムを指定しま
す。

hash{md5|sha}

例：

Router(config-isakmp)# hash md5

ステップ 3   

この例では、Message Digest 5（MD5）アルゴリズムを指定し
ます。デフォルトは、Secure Hash標準（SHA-1）です。
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目的コマンドまたはアクション

IKEポリシーに使用される認証方式を指定します。authentication
{rsa-sig|rsa-encr|pre-share}

ステップ 4   

この例では、事前共有キーを指定します。

例：

Router(config-isakmp)#
authentication pre-share

IKEポリシーに使用されるDiffie-Hellmanグループを指定しま
す。

group {1|2|5}

例：

Router(config-isakmp)#group 2

ステップ 5   

IKEセキュリティアソシエーション（SA）のライフタイムを
指定します。

lifetime seconds

例：

Router(config-isakmp)# lifetime 480

ステップ 6   

•指定できる値は 60～ 86400です。

ISAKMPポリシーコンフィギュレーションモードを終了しま
す。続いて、グローバルコンフィギュレーションモードに戻

ります。

exit

例：

Router(config-isakmp)# exit

ステップ 7   

グループポリシー情報の設定
グループポリシーを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードから始め、次の

手順を実行します。

手順の概要

1. cryptoisakmpclientconfigurationgroup {group-name | default}
2. key name
3. dns primary-server
4. domain name
5. exit
6. iplocalpool{default | poolname} [low-ip-address [high-ip-address]]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

リモートクライアントにダウンロードされる属性を含む

IKEポリシーグループを作成します。
cryptoisakmpclientconfigurationgroup
{group-name | default}

例：

Router(config)# crypto isakmp client
configuration group rtr-remote

Router(config-isakmp-group)#

ステップ 1   

また、ISAKMPグループポリシーコンフィギュレーショ
ンモードを開始します。

グループポリシーの IKE事前共有キーを指定します。key name

例：

Router(config-isakmp-group)# key
secret-password

ステップ 2   

グループのプライマリドメインネームシステム（DNS）
サーバを指定します。

dns primary-server

例：

Router(config-isakmp-group)# dns
10.50.10.1

ステップ 3   

グループのWindowsインターネットネーミン
グサービス（WINS）サーバを指定するには、
winsコマンドを使用します。

（注）

グループのドメインメンバーシップを指定します。domain name

例：

Router(config-isakmp-group)# domain
company.com

ステップ 4   

ISAKMPポリシーコンフィギュレーションモードを終了
します。続いて、グローバルコンフィギュレーションモー

ドに戻ります。

exit

例：

Router(config-isakmp-group)# exit

Router(config)#

ステップ 5   

グループのローカルアドレスプールを指定します。iplocalpool{default | poolname}
[low-ip-address [high-ip-address]]

ステップ 6   

このコマンドの詳しい説明およびその他の設定可能なパラ

メータについては、『Cisco IOSDial Technologies Command
Reference』を参照してください。

例：

Router(config)# ip local pool dynpool
30.30.30.20 30.30.30.30
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クリプトマップへのモード設定の適用
クリプトマップにモード設定を適用するには、グローバルコンフィギュレーションモードから

始め、次の手順を実行します。

手順の概要

1. cryptomap map-nameisakmpauthorizationlist list-name
2. cryptomap tagclientconfigurationaddress[initiate|respond]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

クリプトマップにモード設定を適用し、認証、許

可、アカウンティング（AAA）サーバからのグルー
cryptomap map-nameisakmpauthorizationlist
list-name

例：

Router(config)# crypto map dynmap isakmp
authorization list rtr-remote

ステップ 1   

プポリシーのキールックアップ（IKEクエリ）をイ
ネーブルにします。

リモートクライアントからのモード設定要求にルー

タが応答するように設定します。

cryptomap
tagclientconfigurationaddress[initiate|respond]

例：

Router(config)# crypto map dynmap client
configuration address respond

ステップ 2   

ポリシールックアップの有効化
AAA経由でポリシールックアップをイネーブルにするには、グローバルコンフィギュレーショ
ンモードから始め、次の手順を実行します。

手順の概要

1. aaanew-model
2. aaaauthenticationlogin{default| list-name} method1[method2...]
3. aaaauthorization{network|exec|commands level|reverse-access|configuration}{default|

list-name}[method1[method2...]]
4. username name{nopassword | password password|password encryption-type encrypted-password}
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

AAAアクセスコントロールモデルをイネーブルにします。aaanew-model

例：

Router(config)# aaa new-model

ステップ 1   

選択したユーザのログイン時の AAA認証を指定し、使用
する方式を指定します。

aaaauthenticationlogin{default| list-name}
method1[method2...]

例：

Router(config)# aaa authentication login
rtr-remote local

ステップ 2   

•この例では、ローカル認証データベースを使用しま
す。

RADIUSサーバを使用することもできます。詳細
については、『Cisco IOS Security Configuration
Guide』および『Cisco IOS Security Command
Reference』を参照してください。

（注）

PPPを含むすべてのネットワーク関連サービス要求のAAA
許可を指定してから、さらに許可方式を指定します。

aaaauthorization{network|exec|commands
level|reverse-access|configuration}{default|
list-name}[method1[method2...]]

ステップ 3   

•この例では、ローカル許可データベースを使用しま
す。例：

Router(config)# aaa authorization network
rtr-remote local RADIUSサーバを使用することもできます。詳細

については、『Cisco IOS Security Configuration
Guide』および『Cisco IOS Security Command
Reference』を参照してください。

（注）

ユーザ名をベースとした認証システムを構築します。username name{nopassword | password
password|password encryption-type
encrypted-password}

ステップ 4   

例：

Router(config)# username Cisco password
0 Cisco

IPSec トランスフォームおよびプロトコルの設定
トランスフォームセットは、特定のセキュリティプロトコルとアルゴリズムを組み合わせたもの

です。IKE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データフ
ローを保護することに合意します。
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IKEネゴシエーションの実行時に、両ピアは、複数のトランスフォームセットから両ピアに共通
するトランスフォームを検索します。このようなトランスフォームセットが検出された場合、そ

のトランスフォームセットが選択され、両方のピアの設定の一部として、保護するトラフィック

に適用されます。

IPSecトランスフォームセットおよびプロトコルを指定するには、グローバルコンフィギュレー
ションモードから始め、次の手順を実行します。

手順の概要

1. cryptoipsectransform-settransform-set-name transform1 [transform2] [transform3] [transform4]
2. cryptoipsecsecurity-associationlifetime{secondsseconds |kilobyteskilobytes}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

トランスフォームセット（IPSecセキュリティプ
ロトコルとアルゴリズムの有効な組み合わせ）を

定義します。

cryptoipsectransform-settransform-set-name transform1
[transform2] [transform3] [transform4]

例：

Router(config)# crypto ipsec transform-set vpn1
esp-3des esp-sha-hmac

ステップ 1   

有効なトランスフォームおよび組み合わせの詳細

については、『Cisco IOS Security Command
Reference』を参照してください。

例：

IPSec SAネゴシエーション時のグローバルライフ
タイム値を指定します。

cryptoipsecsecurity-associationlifetime{secondsseconds
|kilobyteskilobytes}

例：

Router(config)# crypto ipsec security-association
lifetime seconds 86400

ステップ 2   

次の作業

手動で確立したセキュリティアソシエーションの場合は、ピアとのネゴシエーションが存在

しないため、両方に同じトランスフォームセットを指定する必要があります。

（注）
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IPSec 暗号方式およびパラメータの設定
ダイナミッククリプトマップポリシーでは、ルータがすべてのクリプトマップパラメータ（IP
アドレスなど）を認識していない場合でも、リモート IPSecピアからの新規の SAのネゴシエー
ション要求を処理します。

IPSec暗号方式を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードから始め、次の手順
を実行します。

手順の概要

1. cryptodynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num
2. settransform-settransform-set-name [transform-set-name2...transform-set-name6]
3. reverse-route
4. exit
5. cryptomap map-name seq-num [ipsec-isakmp] [dynamicdynamic-map-name] [discover]

[profileprofile-name]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

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。

cryptodynamic-map dynamic-map-name
dynamic-seq-num

例：

Router(config)# crypto dynamic-map dynmap 1

Router(config-crypto-map)#

ステップ 1   

このコマンドの詳細については、『CiscoIOSSecurity
Command Reference』を参照してください。

クリプトマップエントリで使用可能なトランス

フォームセットを指定します。

settransform-settransform-set-name
[transform-set-name2...transform-set-name6]

例：

Router(config-crypto-map)# set transform-set
vpn1

ステップ 2   

クリプトマップエントリの送信元プロキシ情報を

作成します。

reverse-route

例：

Router(config-crypto-map)# reverse-route

ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

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。

exit

例：

Router(config-crypto-map)# exit

Router(config)#

ステップ 4   

クリプトマッププロファイルを作成します。cryptomap map-name seq-num [ipsec-isakmp]
[dynamicdynamic-map-name] [discover]
[profileprofile-name]

ステップ 5   

例：

Router(config)# crypto map static-map 1
ipsec-isakmp dynamic dynmap

物理インターフェイスへのクリプトマップの適用
クリプトマップは、IP Security（IPSec; IPセキュリティ）トラフィックが通過する各インターフェ
イスに適用されている必要があります。物理インターフェイスにクリプトマップを適用すること

により、ルータがすべてのトラフィックを SAデータベースに照合するようになります。デフォ
ルト設定では、ルータはリモートサイト間に送信されるトラフィックを暗号化して、安全な接続

を提供します。ただし、パブリックインターフェイスでは他のトラフィックの通過を許可し、イ

ンターネットへの接続を提供しています。

インターフェイスにクリプトマップを適用するには、グローバルコンフィギュレーションモー

ドから始め、次の手順を実行します。

手順の概要

1. interface type number
2. cryptomap map-name
3. exit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

クリプトマップを適用するインターフェイスのインター

フェイスコンフィギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：

Router(config)# interface fastethernet
4

Router(config-if)#

ステップ 1   

クリプトマップをインターフェイスに適用します。cryptomap map-name

例：

Router(config-if)# crypto map
static-map

ステップ 2   

このコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security
Command Reference』を参照してください。

インターフェイス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。

exit

例：

Router(config-crypto-map)# exit

Router(config)#

ステップ 3   

Easy VPN リモートコンフィギュレーションの作成
IPSecリモートルータとして機能するルータは、Easy VPNリモートコンフィギュレーションを作
成し、発信インターフェイスに割り当てる必要があります。

リモートコンフィギュレーションを作成するには、グローバルコンフィギュレーションモード

から始め、次の手順を実行します。

手順の概要

1. cryptoipsecclientezvpn name
2. group group-namekey group-key
3. peer {ipaddress | hostname}
4. mode {client | network-extension | networkextensionplus}
5. exit
6. interface type number
7. cryptoipsecclientezvpnname[outside |inside]
8. exit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

Cisco Easy VPNリモートコンフィギュレーションを作成
します。続いて、Cisco Easy VPNリモートコンフィギュ
レーションモードを開始します。

cryptoipsecclientezvpn name

例：

Router(config)# crypto ipsec client ezvpn
ezvpnclient

Router(config-crypto-ezvpn)#

ステップ 1   

VPN接続の IPSecグループおよび IPSecキー値を指定し
ます。

group group-namekey group-key

例：

Router(config-crypto-ezvpn)# group
ezvpnclient key secret-password

Router(config-crypto-ezvpn)#

ステップ 2   

VPN接続のピア IPアドレスまたはホスト名を指定しま
す。

peer {ipaddress | hostname}

例：

Router(config-crypto-ezvpn)# peer
192.168.100.1

Router(config-crypto-ezvpn)#

ステップ 3   

ホスト名を指定できるのは、ルータから DNS
サーバを介してホスト名解決を行える場合だけ

です。

（注）

VPN動作モードを指定します。mode {client | network-extension |
networkextensionplus}

ステップ 4   

例：

Router(config-crypto-ezvpn)# mode client

Router(config-crypto-ezvpn)#

Cisco Easy VPNリモートコンフィギュレーションモード
を終了して、グローバルコンフィギュレーションモード

に戻ります。

exit

例：

Router(config-crypto-ezvpn)# exit

Router(config)#

ステップ 5   

Cisco Easy VPNリモートコンフィギュレーションを適用
するインターフェイスの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。

interface type number

例：

Router(config)# interface fastethernet
4

Router(config-if)#

ステップ 6   

ATMWANインターフェイスを使用している
ルータの場合、このコマンドは interfaceatm0
になります。

（注）
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目的コマンドまたはアクション

WANインターフェイスに Cisco Easy VPNリモートコン
フィギュレーションを割り当てます。

cryptoipsecclientezvpnname[outside |inside]

例：

Router(config-if)# crypto ipsec client
ezvpn ezvpnclient outside

Router(config-if)#

ステップ 7   

このコマンドにより、ルータは VPN接続に必要な NAT
またはポートアドレス変換（PAT）とアクセスリスト設
定を自動的に作成します。

インターフェイス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。

exit

例：

Router(config-crypto-ezvpn)# exit

Router(config)#

ステップ 8   

Easy VPN の設定の検証
Router# show crypto ipsec client ezvpn
Tunnel name :ezvpnclient
Inside interface list:vlan 1
Outside interface:fastethernet 4
Current State:IPSEC_ACTIVE
Last Event:SOCKET_UP
Address:8.0.0.5
Mask:255.255.255.255
Default Domain:cisco.com

VPN および IPSec の設定例
次の設定例は、この章で説明したVPNおよび IPSecトンネルのコンフィギュレーションファイル
の一部を示します。

!
aaa new-model
!
aaa authentication login rtr-remote local
aaa authorization network rtr-remote local
aaa session-id common
!
username Cisco password 0 Cisco
!
crypto isakmp policy 1
encryption 3des
authentication pre-share
group 2
lifetime 480
!
crypto isakmp client configuration group rtr-remote
key secret-password
dns 10.50.10.1 10.60.10.1
domain company.com
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pool dynpool
!
crypto ipsec transform-set vpn1 esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto ipsec security-association lifetime seconds 86400
!
crypto dynamic-map dynmap 1
set transform-set vpn1
reverse-route
!
crypto map static-map 1 ipsec-isakmp dynamic dynmap
crypto map dynmap isakmp authorization list rtr-remote
crypto map dynmap client configuration address respond
crypto ipsec client ezvpn ezvpnclient
connect auto
group 2 key secret-password
mode client
peer 192.168.100.1
!
interface fastethernet 4
crypto ipsec client ezvpn ezvpnclient outside
crypto map static-map
!
interface vlan 1
crypto ipsec client ezvpn ezvpnclient inside
!
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