
インターネットキー交換セキュリティプロ

トコルの実装

インターネットキー交換（IKE）は、IP Security（IPSec）標準と組み合わせて使用されるキー管
理プロトコル標準です。 IPsecは、IPパケットに対して強力な認証や暗号化を実現する機能で
す。

IKEは、Oakleyキー交換や Skemeキー交換をインターネットセキュリティアソシエーションお
よびキー管理プロトコル（ISAKMP）フレームワーク内部に実装したハイブリッドプロトコルで
す（ISAKMP、Oakley、および Skemeは、IKEにより実装されるセキュリティプロトコルで
す）。

IPSecの設定には必ずしも IKEは必要ありませんが、IKEでは、IPSec標準に対する新機能が追
加されているほか、設定をより柔軟かつ容易に行えるよう、IPSecのサポートが強化されていま
す。

このモジュールでは、Cisco ASR 9000シリーズルータで IKEを実装する手順について説明しま
す。

このモジュールで使用される IKEコマンドの詳細については、の「InternetKeyExchangeSecurity
Protocol Commands on Cisco ASR 9000シリーズルータ」モジュールを参照してください。こ
のモジュールで使用される他のコマンドの説明については、コマンドリファレンスのマスター

インデックスを参照するか、またはオンラインで検索してください。

（注）

インターネットキー交換セキュリティプロトコルの実装に関する機能履歴
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この機能を追加しました。リリース 3.7.2

• インターネットキー交換の実装に関する前提条件, 2 ページ

• IPSecネットワークでの IKEセキュリティプロトコル設定の実装について, 2 ページ

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
ションガイドリリース 4.2    

    OL-26047-01-J 1



• IPSec Dead Peer Detection定期メッセージオプション, 14 ページ

• IPSecネットワークの IKEセキュリティプロトコル設定の実装方法, 14 ページ

• ISAKMPプロファイルの設定方法, 36 ページ

• Dead Peer Detection定期メッセージの設定方法 , 41 ページ

• IKEセキュリティプロトコルの実装の設定例, 42 ページ

• 参考資料, 44 ページ

インターネットキー交換の実装に関する前提条件
インターネットキー交換を実装するには、次の前提条件を満たす必要があります。

•適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユーザグループに属している
必要があります。このコマンドリファレンスには、各コマンドに必要なタスク IDが含まれ
ます。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用できないと考えられる場合、AAA
管理者に連絡してください。

•セキュリティソフトウェアのパッケージインストレーションエンベロープ（PIE）をインス
トールしてアクティブにする必要があります。

オプションのPIEインストールの詳細については、『CiscoASR9000 Series Aggregation Services
Router System Management Configuration Guide』を参照してください。

IPSec ネットワークでの IKE セキュリティプロトコル設
定の実装について

IKEを実装するには、次の概念について理解しておく必要があります。

サポートされている標準

シスコでは次の標準を採用しています。

• IKE：インターネットキー交換。ハイブリッドプロトコルで、Oakleyキー交換と SKEME
キー交換を ISAKMPフレームワーク内部に実装しています。 IKEは他のプロトコルで使用で
きますが、その初期実装時は IPSecプロトコルで使用します。 IKEは、IPSecピアの認証を
提供し、IPSecキーを交渉し、IPSecセキュリティアソシエーション（SA）を交渉します。

IKEは、RFC 2409『The Internet Key Exchange』に従い実装されます。

• IPSec：IP Securityプロトコル。 IPSecは、データ保護、参加しているピア間のデータ整合
性およびデータ認証を提供するオープンスタンダードです。 IPSecは、これらのセキュリ
ティサービスを IPレイヤで提供します。IPSecは、IKEを使用して、ローカルポリシーに基
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づいてプロトコルのネゴシエーションおよびアルゴリズムを処理し、IPSecで使用される暗
号キーと認証キーを生成します。 IPSecでは、一対のホスト間、一対のセキュリティゲート
ウェイ間、または一対のセキュリティゲートウェイとホストの間で1つ以上のデータフロー
を保護できます。

IPSecの詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router System Security
Configuration Guide』の「IPSec Network Security」モジュールを参照してください。

• ISAKMP：インターネットセキュリティアソシエーションおよびキー管理プロトコル。ペ
イロード形式、キー交換プロトコル実装の方法、およびセキュリティアソシエーションのネ

ゴシエーションを定義するプロトコルフレームワークです。

ISAKMPは、最新バージョンの『Internet Security Association and Key Management Protocol
(ISAKMP)』Internet Draft（RFC 2408）に従い実装されます。

• Oakley：キー交換プロトコルの 1つで、認証済みのキー関連情報を取得する方法を定義しま
す。

• Skeme：キー交換プロトコルの 1つで、キーをすばやく更新しながら認証済みのキー関連情
報を取得する方法を定義します。

IKEでの使用に備えて実装されているコンポーネントテクノロジーには次のものがあります。

• DES：データ暗号規格。パケットデータの暗号化に使用されるアルゴリズムです。 IKEは
Explicit IV標準の 56ビット DES-CBCを実装しています。 Cipher Block Chaining（CBC）で
は、暗号化の開始に初期ベクター（IV）が必要です。 IVは IPSecパケットに明示的に指定さ
れます。

またCisco IOSXRソフトウェアは、特定のプラットフォームで使用可能なソフトウェアバー
ジョンに応じて、トリプルDES（168ビット）暗号化も実装します。トリプルDES（3DES）
は強力な暗号化方式であり、これにより、機密性の高い情報を非信頼ネットワーク上で送信

できます。この暗号化方式を使用することで、（特に金融業界の）お客様はネットワーク層

での暗号化を実現できます。

• AES：高度暗号化規格。 128ビット、192ビットおよび 256ビットの規格がサポートされて
います。

強力な暗号化（56ビットデータ暗号化機能セットを含むがこれに限らない）
Cisco IOS XRイメージは、米国政府により輸出が規制されるため、配布が制
限されます。米国以外の国でインストールされるイメージには、輸出許可が

必要です。お客様のご注文は、米国政府の規制により拒否される、または遅

延することがあります。詳細については、営業担当者または販売業者、ある

いは export@cisco.comまでお問い合わせください。

（注）

• Diffie-Hellman：公開キー暗号法プロトコルの 1つで、2者間に、セキュアでない通信チャネ
ルによる共有秘密を確立できます。 Diffie-Hellmanは、IKE内でセッションキーを確立する
ために使用されます。 768ビット、1024ビット、1536ビットの各 Diffie-Hellmanグループが
サポートされています。
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•MD5（HMACバリアント）：メッセージダイジェスト 5。パケットデータの認証に使用す
るハッシュアルゴリズム。 HMACは、追加レベルのハッシュを提供するバリアントです。

• SHA（HMACバリアント）：セキュアハッシュアルゴリズム。パケットデータの認証に使
用するハッシュアルゴリズム。 HMACは、追加レベルのハッシュを提供するバリアントで
す。

• RSAシグニチャおよび RSA暗号化ナンス：RSAは、ロナルド・リベスト、アディ・シャミ
ア、レオナルド・エーデルマンの 3人によって開発された公開キー暗号化システムです。
RSAシグニチャは否認防止を実行し、RSA暗号化ナンスは否認を実行します（否認および
否認防止は、トレーサビリティと関連付けられます）。

IKEは、X.509v3証明書標準と相互運用します。これは、認証で公開キーが必要な場合に IKEプ
ロトコルにより使用されます。この証明書サポートを使用すると、各デバイスに同等のデジタル

IDカードを付与することで、保護されたネットワークを拡張できます。 2つのデバイスが通信す
る際、デジタル証明書を交換することで IDを証明します。これにより、各ピアで公開キーを手動
で交換したり、各ピアで共有キーを手動で指定したりする必要がなくなります。

IKE をイネーブルにしない場合の譲歩
IKEは、デフォルトでは、Cisco IOS XRソフトウェアでディセーブルです。 IKEをイネーブルに
しない場合、ピアでこれらの接続を確立する必要があります。

•すべてのピアの暗号プロファイルですべての IPSecセキュリティアソシエーションを手動で
指定する必要があります（暗号プロファイル設定については、『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router System Security Configuration Guide』のモジュール「Implementing
IPSec Network Security on Cisco ASR 9000シリーズルータ」を参照してください）。

•ピアの IPSecセキュリティアソシエーションは、指定の IPSecセッション中はタイムアウト
になりません。

•ピア間の IPSecセッション中、暗号キーは変更されません。

•アンチリプレイサービスはピア間で使用できません。

•認証局（CA）サポートは使用できません。

IKE ポリシー
各ピアに IKEポリシーを作成する必要があります。 IKEポリシーを使い、IKEネゴシエーション
中に使用するセキュリティパラメータの組み合わせを定義します。

IKEポリシーを作成および設定する前に、次の概念について理解しておく必要があります。
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IKE ポリシーの作成
IKEネゴシエーションは保護する必要があるため、各 IKEネゴシエーションは、共有（共通）の
IKEポリシーについて両ピアが同意することで開始されます。このポリシーには、次の IKEネゴ
シエーションを保護するために使用するセキュリティパラメータとピアの認証方法を記述しま

す。

両ピアがポリシーに同意すると、各ピアに確立されているセキュリティアソシエーションによっ

てポリシーのセキュリティパラメータが識別され、ネゴシエーションにおける以降すべての IKE
トラフィックに適用されます。

各ピアにおいて、複数のポリシーを優先順位付きで作成して、少なくとも1つのポリシーがリモー
トピアのポリシーに一致するようにできます。

ポリシーパラメータの定義

次の表に、各 IKEポリシーで定義する 5つのパラメータを示します。

表 1：IKE ポリシーパラメータの定義

デフォルト値キーワード許容値パラメータ

56ビット DES-CBCdes

3des

aes

aes 192

aes 256

56ビット DES-CBC

168ビット DES

128ビット AES

192ビット AES

256ビット AES

encryption algorithm

SHA-1sha

md5
SHA-1（HMACバリア
ント）

MD5（HMACバリアン
ト）

Hash algorithm

RSAシグニチャrsa-sig

rsa-encr

pre-share

RSAシグニチャ

RSA暗号化ナンス

事前共有キー

Authentication method

768ビット
Diffie-Hellman

1

2

5

768ビット
Diffie-Hellmanまたは

1024ビット
Diffie-Hellman

1536ビット
Diffie-Hellman

Diffie-Hellman group
identifier
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デフォルト値キーワード許容値パラメータ

86400秒（1日）—任意の秒数Lifetime of the security
association

このライフタイムおよ

び使用方法について

は、lifetimeコマンドの
コマンド説明を参照し

てください。

これらのパラメータは、IKEセキュリティアソシエーションが確立されるときに IKEネゴシエー
ションに適用されます。

ポリシー一致の IKE ピア同意
IKEネゴシエーションが開始されると、IKEは、両ピア上で同一の IKEポリシーを検索します。
ネゴシエーションを開始したピアがすべてのポリシーをリモートピアに送信し、リモートピアの

方では一致するポリシーを探そうとします。リモートピアは、独自の優先順位が最も高いポリ

シー（最も小さい優先順位番号）と他のピアから受信したポリシーを比較することで、一致する

ポリシーを探します。一致するポリシーが見つかるまで、リモートピアは優先順位が高い順に各

ポリシーをチェックします。

2つのピアのポリシーが一致するのは、2つのピアが同じ暗号化、ハッシュ、認証、Diffie-Hellman
パラメータの各値を持ち、リモートピアのポリシーに指定されているライフタイムが、比較して

いるポリシーのライフタイム以下の場合です（ライフタイムが同一でない場合は、リモートピア

のポリシーのライフタイムよりも短いライフタイムが使用されます）。

一致するポリシーが見つからなかった場合は、IKEはネゴシエーションを拒否し、IPSecは確立さ
れません（関連情報については、特定のポリシーセットへの IKEピアの制限, （7ページ）の
項を参照してください）。

一致するポリシーが見つかった場合、IKEは、ネゴシエーションを完了し、ISAKMPセキュリティ
アソシエーション（SA）が作成されます。ISAKMP SA事前共有キーまたは証明書を確立するに
は、一致するポリシーを設定する必要があります。一致するポリシーがない場合、ISAKMP SA
を確立できません。

ポリシーに指定する認証方式によっては、追加の設定が必要な場合があります（IKEポリシー
に必要な追加設定, （9ページ）の項を参照）。ピアのポリシーに必要な比較設定がされて
いないと、一致するポリシーをリモートピアで検索するときに、ピアはポリシーを送信しま

せん。

（注）
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特定のポリシーセットへの IKE ピアの制限
Cisco VPNクライアントは、使用可能なすべてのポリシーで事前設定されていて、ハブに接続す
るときにこれらのすべてのポリシーを提案します。次に、ハブは、「最初に見つかった」ポリ

シーを選択する必要があります。ただし、ユーザによっては、IPSecゲートウェイを介して接続
するときにローカルピアとリモートピア間で強力な暗号化アルゴリズムの使用を制限する必要が

あります。 Cisco VPNクライアントでは、ユーザは、使用するポリシー（および暗号化アルゴリ
ズム）を選択できませんが、このような制限を実装するポリシーセットを代わりに使用できま

す。ピアとポリシーセット間の一致は、ポリシーセットで識別されるローカル IPアドレス（ま
たは SVIで設定されるトンネルソース）との一致に基づいて、制限または許可されます。

たとえば、IPSecハブは 6つのポリシーが設定されていて、ポリシーセットがこれらの 6つのう
ち 3つだけ設定されているとします。この場合、リモートクライアントがトンネルを開始しよう
とし、この SVIトンネルソースアドレスを参照するときに、ポリシーセットから一致するポリ
シーがあるか確認されます。 IKEは、ポリシーセットで示された 3つのポリシーで、優先順位の
高いものから順に（小さい数字ほど、優先順位は高くなります）、一致するポリシーを探します。

これらの 3つのポリシーから一致するポリシーが見つからなかった場合、トンネルは確立できま
せん。

ローカル IPアドレスが特定の IKEポリシーに制限されていない SVIに、リモートピアが接続し
ようとすると、ポリシー一致の IKEピア同意, （6ページ）で説明されているデフォルトの動作
が実行されます。

単一のポリシーセットには最大 5つの ISAKMPポリシーを設定できます。

IKEピアを特定のポリシーセットに制限する方法については、このモジュールの「特定のポリシー
セットへの IKEピアの制限」を参照してください。

パラメータ値の選択

IKE標準に従い、各パラメータの特定の値を選択できます。ここでは、値を選択する基準につい
て説明します。

サポートされているパラメータの値が 1つしかないデバイスを使用する場合は、もう一方のデバ
イスでサポートされている値を設定する必要があります。この制限を別にすれば、セキュリティ

とパフォーマンスには通常トレードオフの関係があり、パラメータ値の多くにはこのトレードオ

フがあります。ネットワークのセキュリティリスクのレベルと、そのリスクに対する許容度を評

価する必要があります。次のヒントは、各パラメータに指定する値を選択するときの参考にして

ください。

•暗号化アルゴリズムには、56ビットDES-CBC、168ビットDES、128ビットAES、192ビッ
ト AESおよび 256ビット AESの 5つのオプションがあります。

•ハッシュアルゴリズムには、SHA-1とMD5の 2つのオプションがあります。

MD5のダイジェストの方が小さく、SHA-1よりもやや速いと見なされています。証明され
ている成功した（極端に難しい）攻撃はMD5におけるものですが、IKEにより使用される
HMACバリアントはこの攻撃を防ぎます。
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•認証方式には、RSAシグニチャ、RSA暗号化ナンスおよび事前共有キーの3つのオプション
があります。

◦ RSAシグニチャにより、IKEネゴシエーションで否認防止が可能になります（さらに、
リモートピアとのIKEネゴシエーションを実際に実行することで、第三者に対する証明
が可能になります）。

RSAシグニチャでは、CAを使用できます。CAを使用すると、IPSecネットワークの管理性
と拡張性が劇的に改善されます。また、RASシグニチャベースの認証で使用できる公開キー
操作は 2つだけです。これに対し、RSA暗号化では 4つの公開キー操作を使用しますが、そ
の分だけ全体のパフォーマンスが下がります。

◦ RSA暗号化ナンスでは IKEネゴシエーションを否認できます。ただし、RSAシグニチャ
とは異なり、リモートピアと IKEネゴシエーションを実行したことを第三者に対して
証明はできません。

RSA暗号化ナンスでは、ピアが認証局を使用せずにお互いの公開キーを処理する必要があり
ます。その代わり、ピアは、互いの公開キーを次の 2つの方法で取得できます。

◦ローカルピアが、リモートピアとの成功した IKEネゴシエーション中に、RSAシグニ
チャと証明書を使用していた場合、ローカルピアは、リモートピアの公開キーをすで

に処理しています（証明書を使用すると、RSAシグニチャベースの IKEネゴシエー
ション中にピアの公開キーが交換されます）。

◦事前共有キーは、大規模なセキュアネットワークでは、成長するネットワークにうまく
対応できないため、適していません。ただし、RSAシグニチャのように認証局を使用
する必要がないため、10ノード未満の規模の小さいネットワークでは設定が簡単です。
また、事前共有キーによる認証に比べ、RSAシグニチャによる認証の方が安全です。

• Diffie-Hellmanグループ IDには、768ビット、1024ビット Diffie-Hellmanおよび 1536ビット
Diffie Hellmanの 3つのオプションがあります。

1024ビットおよび 1536ビットのDiffie-Hellmanオプションを使用すると、「解読」がより困
難になる一方、実行に必要な CPU時間が増えます。

•セキュリティアソシエーションのライフタイムは、任意の値に設定できます。

一般的に、一定の限度に達するまで、ライフタイムが短いほど、IKEネゴシエーションがセ
キュアになります。ただし、ライフタイムを長くすれば、以後の IPSecセキュリティアソシ
エーションをそれだけ速くセットアップできます。このパラメータおよび使用方法の詳細に

ついては、lifetimeコマンドのコマンド説明を参照してください。

ポリシーの作成

それぞれが異なるパラメータ値の組み合わせを持つ、複数の IKEポリシーを作成できます。作成
する各ポリシーに対して、一意の優先順位を割り当てます（1～ 10,000で指定し、1が最大の優
先順位）。
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各ピアで複数のポリシーを設定できますが、これらのうち少なくとも 1つのポリシーに、リモー
トピアのいずれかと同じ暗号化、ハッシュ、認証および Diffie-Hellmanパラメータ値が含まれて
いる必要があります（ライフタイムパラメータは同じである必要はありません。詳細について

は、ポリシー一致の IKEピア同意, （6ページ）を参照してください）。

ポリシーを設定しない場合は、デフォルトポリシー（常に最小優先順位に設定され、各パラメー

タのデフォルト値を格納しているポリシー）が使用されます。

IKE ポリシーに必要な追加設定
IKEポリシーで指定した認証方式によっては、IKEおよび IPSecで正常に IKEポリシーが使用で
きるようにするため、特定の追加の設定作業を実行する必要があります。

各認証方式では、次の設定が追加で必要です。

• RSAシグニチャ方式。RSAシグニチャをポリシーの認証方式として指定する場合、CAから
証明書を取得するようにピアを設定できます（CAは、証明書を発行するように正しく設定
する必要があります）。この証明書サポートは、「認証局相互運用性の実装」モジュールで

説明されているように設定します。

証明書は公開キーを安全に交換するために各ピアで使用されます（RSAシグニチャでは、各
ピアが、リモートピアの公開シグニチャキーを持っている必要があります）。双方のピア

が有効な証明書を持っている場合、RSAシグニチャを使用する IKEネゴシエーションの一環
として、ピアの間で公開キーが自動的に交換されます。

• RSA暗号化ナンス方式。 RSA暗号化ナンスをポリシーの認証方式として指定する場合、各
ピアがお互いのピアの公開キーを交換する必要があります。

RSAシグニチャとは異なり、RSA暗号化ナンス方式では、証明書を使って公開キーを交換で
きません。その代わりに各ピアが他のピアの公開キーを持つようにする必要があります。そ

れには次の方法のいずれかを実行します。

◦証明書を使用する RSAシグニチャを使って IKE交換がピア間で実行されていることを
確認する（証明書を使用すると、RSAシグニチャベースの IKEネゴシエーション中に
ピアの公開キーが交換されます）。

IKE交換が実行されるようにするには、RSA暗号化ナンスによる優先順位の高いポリシー
と、RSAシグニチャによる優先順位の低いポリシーの 2つのポリシーを指定します。 RSA
シグニチャは IKEネゴシエーションが実行されるときに初めて使用されます。これは、各ピ
アが他のピアの公開キーをまだ持っていないためです。公開キーが交換されることで、以後

の IKEネゴシエーションで RSA暗号化ナンスを使用できるようになります。

この方法では、認証局サポートをあらかじめ設定しておく必要があります。

•事前共有キー認証方式。事前共有キーをポリシーの認証方式として指定する場合、これらの
事前共有キーを設定する必要があります（ISAKMP事前共有キーの ISAKMPキーリングでの
設定, （26ページ）を参照）。

RSA暗号化を設定し、シグニチャモードがネゴシエーションされ、シグニチャモードに証明書が
使用されると、ピアはシグニチャと暗号キーを要求します。基本的に、ルータは、設定でサポー
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トされているだけキーを要求します。 RSA暗号化が設定されていない場合は、ルータはシグニ
チャキーだけを要求します。

ISAKMP 識別情報
IKEポリシーで事前共有キーを使用するピアそれぞれについて ISAKMP IDを設定する必要があり
ます。

2つのピアが IKEを使って IPSecセキュリティアソシエーションを確立する場合、各ピアが自分
の IDをリモートピアに送信します。各ピアは、ルータの ISAKMP IDの設定に従い、ホスト名ま
たは IPアドレスを送信します。

デフォルトでは、ピアの ISAKMP IDは、ピアの IPアドレスです。必要に応じて IDをピアのホ
スト名に変更します。一般的に、すべてのピアの IDは同じ設定にします（すべてのピアで IPア
ドレスを設定するか、すべてのピアでホスト名を設定）。お互いの識別にホスト名を使うピアと

IPアドレスを使うピアが混在していると、リモートピアの IDが識別されない場合にドメインネー
ムサーバ（DNS）ルックアップで IDを解決できなくなり、IKEネゴシエーションが失敗するこ
とがあります。

ISAKMP プロファイルの概要
ISAKMPプロファイルは、インターネットセキュリティアソシエーションおよびキー管理プロト
コル（ISAKMP）設定に関する拡張です。これにより、フェーズ 1ネゴシエーションに対する
ISAKMP設定のモジュール性がイネーブルになります。このモジュール性により、各種 ISAKMP
パラメータを各種 IPセキュリティ（IPSec）トンネルに適用し、各種 IPSecトンネルを各種 VPN
転送およびルーティング（VRF）インスタンスにマッピングできます。現在、ISAKMPプロファ
イルは、Quality Of Service（QoS）、ルータ証明書管理およびマルチプロトコルラベルスイッチ
ング（MPLS）VPN設定など多くのアプリケーションおよび拡張で使用されます。

ISAKMPプロファイルは、一連のピアの IKEフェーズ 1および IKEフェーズ 1.5（）設定のリポ
ジトリです。 ISAKMPプロファイルは、一致識別基準の概念において一意に識別される着信 IPSec
接続にパラメータを適用します。これらの基準は、着信 IKE接続により提供され、IPアドレス、
完全修飾ドメイン名（FQDN）およびグループ（バーチャルプライベートネットワーク（VPN）
リモートクライアントグルーピング）を含む IKEアイデンティティに基づきます。一致識別基
準のレベルにより、指定パラメータの適用範囲が決まります。 ISAKMPプロファイルは、トラス
トポイント、ピアアイデンティティ、およびXAUTH認証、許可、アカウンティング（AAA）リ
ストなど、各プロファイルに固有なパラメータを提供します。次に、ISAKMPプロファイルを使
用する場合のガイドラインを示します。

•ルータでは、サイトごとに異なるフェーズ 1パラメータを必要とする複数の IPSec接続を使
用します（たとえば、同じルータでサイト間およびリモートアクセスを設定する場合です）。

• VRF対応 IPSecを使用して IPSecを設定します。これにより、単一の IPアドレスを使用し
て、異なる IKEフェーズ 1パラメータの異なるピアに接続できます。この設定の例について
は、「VRF対応の設定：例」を参照してください。
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•異なるカスタムインターネットキー交換（IKE）ピア 1ポリシーが、各ピアで必要になる場
合があります。たとえば、XAUTHをすべての接続ではなく、特定のピアに適用する場合で
す。

リモートアクセス IPSec、VRF対応 IPSecおよびXauthはサポートされていま
せん。

（注）

インターネットキー交換拡張認証

Xauthを設定するには、次の手順を実行します。

• AAAを設定します（認証リストを設定する必要があります）。 『Cisco ASR 9000 Series
Aggregation Services Router System Security Configuration Guide』の「Configuring AAA Services
」モジュールを参照してください。

•スタティッククリプト ISAKMPプロファイルを設定します（必須）。設定の詳細について
は、ISAKMPプロファイルの設定方法, （36ページ）を参照してください。

•ダイナミッククリプト ISAKMPプロファイルを設定します（任意）。設定の詳細について
は、ISAKMPプロファイルの設定方法, （36ページ）を参照してください。

• ISAKMPポリシーを設定します（必須）。設定の詳細については、IKEポリシーの設定, （
16ページ）を参照してください。

コールアドミッション制御

インターネットキー公開（IKE）のコールアドミッション制御（CAC）は、Cisco IOS XRソフト
ウェアの IKEプロトコルへの CACの適用について記述します。 CACは、主に、深刻なリソース
減少からルータを保護し、クラッシュを防止します。 CACは、ルータが同時に確立できる IKE
セキュリティアソシエーション（SA）（つまり、CACへのコール）の数を制限します。また、
システムで許可されるアクティブな IKESAの最大数、および IKEプロセスまたはグローバルCPU
で消費される CPU使用率を制限するオプションがあります。

IKE セッション
crypto isakmp call admission limitコマンドを使用して、絶対 IKE SA制限を設定できます。制限
値に達すると、ルータは新しい IKE SA要求をドロップします。
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セキュリティアソシエーション制限

IKEは接続のパラメータを識別するために、SAを使用します。 IKEでは、独自に SAをネゴシ
エーションして確立できます。 IKE SAは双方向で、IKEだけに使用されます。 IKE SAは IPSec
を制限できません。

システムで許可するアクティブな IKE SAの最大数を設定し、crypto isakmp call admission limitコ
マンドを使用することで IKEプロセスまたはグローバル CPUで消費される CPUリソースを制限
できます。

IKEは、ユーザが設定した SA制限値に基づいて SA要求をドロップします。 IKE SA制限値を設
定するには、crypto isakmp call admission limitコマンドを使用します。 ピアルータから新しい
SA要求があると、IKEはネゴシエーション中のアクティブな IKE SAの数が、設定された SA制
限値を満たしているか、超えているかを判別します。この数が制限値より大きい、または等しい

場合、新しい SA要求は拒否され、syslogが生成されます。このログには、SA要求の送信元およ
び宛先 IPアドレスが含まれます。

IKE SAは IPSecを制限できません。

IP Security VPN モニタリングについて
IP Security（IPSec）VPNMonitoringモニタリング機能では、VPNセッションモニタリング拡張機
能によって、バーチャルプライベートネットワーク（VPN）のトラブルシューティングを行い、
エンドユーザインターフェイスをモニタリングできます。セッションモニタリングには、次の

拡張機能が含まれます。

•コンフィギュレーションファイル内のインターネットキー交換（IKE）ピアの説明を指定す
る機能。

•暗号化セッションステータスの一覧。

• 1つのコマンドラインインターフェイス（CLI）を使用して、IKEと IP Security（IPSec）の
両方のセキュリティアソシエーション（SA）をクリアする機能。

• show crypto sessionコマンドのオプションを使用してフィルタリングメカニズムを拡張する
機能。

IPSec VPNセキュリティモニタリングを実装するには、次の概念を理解する必要があります。

暗号化セッションバックグラウンド

暗号化セッションは、2つの暗号エンドポイント間における一連の IPSec接続（フロー）です。 2
つの暗号エンドポイントで、IKEをキーイングプロトコルとして使用している場合、それらの暗
号エンドポイントは互いに対して IKEピアになります。一般に、暗号化セッションは、1つの
IKEセキュリティアソシエーション（制御トラフィック用）と、少なくとも 2つの IPSecセキュ
リティアソシエーション（データトラフィック用、各方向に 1つ）で構成されています。キー
再生成中、または両サイドから同時に設定要求が行われたことにより、同じセッションの IKEセ
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キュリティアソシエーション（SA）と IPSec SAが重複したり、IKE SAまたは IPSec SAが重複し
たりする可能性があります。

Per-IKE ピアの説明
Per-IKEPeerDescription機能を使用すれば、IKEピアの選択に関する説明を入力できます。一意な
ピアの説明（最大 80文字）は、特定の IKEピアを参照する場合に使用されます。ピアの説明を
追加するには、description (ISAKMP peer)コマンドを使用します。

この説明フィールドの主要な利用目的はモニタリングです（たとえば、showコマンドを使用する
ときや、ロギング（シスログメッセージ）などのためです）。説明フィールドは情報目的です。

暗号化セッションステータスのサマリーリスト

アクティブ暗号化セッションのステータス情報のリストを取得するには、showcrypto sessionコマ
ンドを使用します。このリストには、暗号化セッションに関する次の概要ステータスが含まれま

す。

• Interface

• IPSec SAを作成したピアに関連付けられた IKE SA

•セッションのフローにサービスを提供する IPSec SA

（同じセッションの）同じピアには、最大2つの IKESAまたは複数の IPSecSAが確立されます。
その場合、IKEピアの説明は、ピアと関連付けられている IKESAと、セッションのフローのサー
ビスを提供している IPSec SA用に、異なる値で繰り返されます。

また、detailキーワードを指定して show crypto sessionコマンドを使用すると、セッションに関す
る詳細を取得できます。

IKE および IPSec セキュリティ交換のクリアコマンド
clear crypto sessionコマンドを使用すると、1つのコマンドで IKEと IPSecの両方をクリアできま
す。特定の暗号化セッションや、すべてのセッションのサブセット（たとえば、あるリモートサ

イトへの単一のトンネル）をクリアするには、ローカルまたはリモート IPアドレス、ローカルま
たはリモートポート、フロントドアVPNルーティングおよび転送（FVRF）名、内部VRF（IVRF）
名といった、セッション固有のパラメータを指定する必要があります。削除する単一のトンネル

を指定する場合、リモート IPアドレスを使用するのが一般的です。

clear crypto sessionコマンドを使用する際にローカル IPアドレスをパラメータとして指定した場
合、その IPアドレスをローカル暗号エンドポイント（IKEローカルアドレス）として共有してい
るすべてのセッション（およびそれらの IKE SAと IPSec SA）がクリアされます。パラメータを
提供しない場合、ルータのすべての IPSec SAおよび IKE SAが削除されます。
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IPSec Dead Peer Detection 定期メッセージオプション
ピアとは、IKEチャネルを確立し、それ自体と他のピア間で SAをネゴシエートできる IPSec対応
ノードのことです。ピアと他のピアとの IP接続は、ルーティング問題やピアのリロードなどの状
況により失われ、パケットトラフィックが損失する場合があります（「ブラックホール」と呼ば

れることがあります）。

IPSec ネットワークの IKE セキュリティプロトコル設定
の実装方法

IPSecネットワークの IKEセキュリティプロトコルを設定するには、次の項で説明されている作
業を実行します。最初の 2つの項の作業は必須です。残りの作業は、設定するパラメータに応じ
て、実行してください。

•ローカル AAA方式サーバでの Cisco Easy VPNの設定（任意）

• RSAキーの手動設定, （18ページ）（IKEパラメータに応じて任意）

• ISAKMP事前共有キーの ISAKMPキーリングでの設定, （26ページ）（IKEパラメータに応
じて任意）

IKE のイネーブル化またはディセーブル化
インターネットキー交換セキュリティプロトコルをイネーブルまたはディセーブルにします。

IKEはデフォルトでディセーブルに設定されています。 IKEは個々のインターフェイスに対して
イネーブルにする必要はありませんが、ルータのすべてのインターフェイスに対してグローバル

にイネーブルにします。

手順の概要

1. configure
2. crypto isakmp
3. no crypto isakmp
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

ピアルータで IKEをグローバルにイネーブルにします。crypto isakmp

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)#
crypto isakmp

ステップ 2   

（任意）ピアルータで IKEをディセーブルにします。no crypto isakmp

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)#
no crypto isakmp

ステップ 3   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求
されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイ
ルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッショ

ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッション
が終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変更は
コミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーションセッ

ションは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、
コンフィギュレーションセッションを継続するには、commit
コマンドを使用します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
ションガイドリリース 4.2    

   OL-26047-01-J 15

インターネットキー交換セキュリティプロトコルの実装

IKE のイネーブル化またはディセーブル化



IKE ポリシーの設定
IKEポリシーを設定します。

手順の概要

1. configure
2. crypto isakmp policy priority
3. 次のいずれかを実行します。

• encryption {192-aes | 256-aes | 3des | aes | des }

• encryption {192-aes AES - Advanced Encryption Standard (192-bit keys) | 256-aes AES - Advanced
Encryption Standard (256-bit keys) | 3des 3DES - Three-key triple DES | aes AES - Advanced
Encryption Standard (128 bit keys) | des DES - Data Encryption Standard (56 bit keys)}

4. hash {sha |md5}
5. authentication {pre-share | rsa-sig | rsa-encr}
6. group {1 | 2 | 5}
7. lifetime seconds
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

9. show crypto isakmp policy

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

作成するポリシーを識別します。crypto isakmp policy priority

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# crypto
isakmp policy 5

ステップ 2   

各ポリシーは、割り当てられた優先順位（1～ 10000）に
より一意に識別されます。このコマンドによって、ルータ

は ISAKMPポリシーコンフィギュレーションモードにな
ります。

暗号化アルゴリズムを指定します。次のいずれかを実行します。ステップ 3   

• encryption {192-aes | 256-aes | 3des |
aes | des }

• 192-aes：AdvancedEncryption Standard、192ビットキー
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目的コマンドまたはアクション

• 256-aes：AdvancedEncryption Standard、256ビットキー• encryption {192-aes AES - Advanced
Encryption Standard (192-bit keys) | • 3des：3キートリプル Data Encryption Standard256-aes AES - Advanced Encryption
Standard (256-bit keys) | 3des 3DES - • aes：Advanced Encryption Standard、128ビットキー
Three-key triple DES | aes AES - Advanced

• des：Data Encryption Standard、56ビットキーEncryption Standard (128 bit keys) | des
DES - Data Encryption Standard (56 bit
keys)}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)#
encryption aes

ハッシュアルゴリズムを指定します。hash {sha |md5}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)#
hash md5

ステップ 4   

• SHA：セキュアハッシュアルゴリズム

• MD5：メッセージダイジェスト 5

SHAおよびMD5は、Hashed Message
Authentication Coding（HMAC）の計算に使用で
きます。

（注）

このポリシーの認証方式を事前共有キー、RSA暗号化また
は RSAシグニチャを指定します。

authentication {pre-share | rsa-sig | rsa-encr}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)#
authentication rsa-sig

ステップ 5   

Diffie-Hellmanグループ IDを指定します。group {1 | 2 | 5}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)#
group 5

ステップ 6   

セキュリティアソシエーションのライフタイムを指定しま

す。範囲は 60～ 86400秒です。
lifetime seconds

例：
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)#
lifetime 50000

ステップ 7   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 8   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするよう
に要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
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目的コマンドまたはアクション

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレー

ションセッションが終了して、ルータが EXEC
モードに戻ります。

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻
ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィギュ

レーションセッションは終了せず、設定変更も

コミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

（任意）既存の IKEポリシーをすべて表示します。show crypto isakmp policy

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router# show crypto
isakmp policy

ステップ 9   

RSA キーの手動設定
RSA暗号化ナンスを IKEポリシーの認証方式として指定し、CAを使用しない場合、手動で RSA
キーを設定します。

RSAキーを手動で設定するには、IKEポリシーで RSA暗号化ナンスを使用する IPSecピアそれぞ
れについて、この作業を実行します。

RSA キーの生成
RSAキーの生成方法については、「認証局相互運用性の実装」モジュールのRSAキーペアの生成
を参照してください。

ISAKMP ID の設定
ピアの ISAKMP IDを設定します。

IKEポリシーで事前共有キーを使用する各ピアに対して、これらの手順を繰り返します。
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手順の概要

1. configure
2. crypto isakmp identity {address | hostname}
3. host hostname address1 [address2...address8]
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

（ローカルピア）IPアドレスまたはホスト名により、ピアのISAKMP
IDを指定します。 IPアドレスおよびホスト名の使用方法について
は、crypto isakmp identityコマンドの説明を参照してください。

crypto isakmp identity {address |
hostname}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)#
crypto isakmp identity address

ステップ 2   

（すべてのリモートピア）すべてのリモートピアでピアのホスト

名をその IPアドレスにマッピングします。
host hostname address1
[address2...address8]

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)#
host host1 10.0.0.5

ステップ 3   

•このコマンドは、ローカルピアの ISAKMP IDがホスト名を使
用して指定された場合に使用されます。

•ホスト名または IPアドレスが DNSサーバでマップ済みの場合
はこの手順は不要です。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 4   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求さ
れます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッション

が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが
終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

その他のすべてのピアの RSA 公開キーの設定
この作業では、その他のすべてのピアの RSA公開キーを設定します。

IKEポリシーでRSA暗号化ナンスを使用するピアそれぞれについて、必ず上記の作業を繰り返し
てください。

手順の概要

1. configure
2. crypto keyring keyring-name [vrf fvrf-name]
3. rsa-pubkey {address address | name fqdn} [encryption | signature]
4. address ip-address
5. key-string key-string
6. quit
7. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

8. show crypto pubkey-chain rsa [name key-name | address key-address]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IKE認証時の暗号キーリングを定義しますcrypto keyring keyring-name [vrf
fvrf-name]

ステップ 2   

•キーリングコンフィギュレーションモードを開始します。

例：

RP/0//CPU0:router(config)# crypto

• keyring-name引数を使用して、暗号化キーリングの名前を指定
します。

keyring vpnkeyring
•（任意）vrfキーワードを使用して、前面扉仮想ルーティング
および転送（FVRF）の名前が、参照されているキーリングで
あることを指定します。

RP/0//CPU0:router(config-keyring)#

インターネットキー交換（IKE）認証時の暗号化またはシグニチャ
に使用される Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）手動キーを定義し
ます。

rsa-pubkey {address address | name
fqdn} [encryption | signature]

例：

RP/0//CPU0:router(config-keyring)#

ステップ 3   

• addressキーワードを使用して、リモートピアのRSA公開キー
の IPアドレスを指定します。 address引数は、手動で設定する
リモートピアのリモート RSA公開キーの IPアドレスです。

rsa-pubkey name host.vpn.com
RP/0//CPU0:router(config-pubkey)

• nameキーワードを使用して、ピアの完全修飾ドメイン名
（FQDN）を指定します。

• encryptionキーワードを使用して、キーが暗号化に使用される
ことを指定します。

• signatureキーワードを使用して、キーがシグネチャに使用され
ることを指定します。 signatureキーワードがデフォルトです。

リモートピアの IPアドレスを指定します。address ip-address

例：

RP/0//CPU0:router(config-pubkey)#
address 10.5.5.1

ステップ 4   

•このコマンドは、リモートピアの名前に完全修飾ドメイン名を
使用した場合に使用できます。

リモートピアの RSA公開キーを指定します。key-string key-string

例：

RP/0//CPU0:router(config-pubkey)#

ステップ 5   

•これは、リモートルータの RSAキーが生成されたときに、リ
モートピアの管理者によって以前に表示されていたキーです。

•間違いを防ぐために、（データに手入力するのではなく）キー
データをカットアンドペーストしてください。

key-string 005C300D 06092A86
4886F70D 01010105 ...
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目的コマンドまたはアクション

•各行にキーを入力します。キーの前にkey-stringコマンドを入
力する必要があります。

•リモートピアの RSAキーの指定が完了したら、公開キーコン
フィギュレーションプロンプトに quitと入力してグローバル
コンフィギュレーションモードに戻ります。

グローバルコンフィギュレーションモードに戻ります。quit

例：

RP/0//CPU0:router(config-pubkey)#
quit

ステップ 6   

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステップ 7   

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求さ
れます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end

◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッション

が終了して、ルータが EXECモードに戻ります。または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが
終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコ
ミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッショ

ンは終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commitコ
マンドを使用します。

（任意）ルータに保存されているすべてのRSA公開キーのリストを
表示します。

show crypto pubkey-chain rsa [name
key-name | address key-address]

例：

RP/0//CPU0:router# show crypto
pubkey-chain rsa

ステップ 8   

•ルータに保存されている特定の RSA公開キーの詳細を表示す
るには、オプションの nameまたは addressキーワードを使用し
ます。
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RSA ベースのユーザ認証の公開キーのインポート
この作業では、RSA公開キーをルータにインポートします。

手順の概要

1. configure
2. crypto key import authentication rsa {address address | name fqdn}
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

4. show crypto key import authentication rsa {address address | name fqdn}

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

公開キーをルータにインポートします。crypto key import authentication rsa {address
address | name fqdn}

ステッ

プ 2   • addressキーワードを使用して、リモートピアの RSA
公開キーの IPアドレスを指定します。 address引数は、例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# crypto
手動で設定するリモートピアのリモート RSA公開キー
の IPアドレスです。key import authentication rsa

tftp://223.255.254.254/ssh/public.pub (in
• nameキーワードを使用して、ピアの完全修飾ドメイン
名（FQDN）を指定します。

base64)
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-keyring)#

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 3   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

（任意）ルータにインポートされたすべての RSA公開キー
のリストを表示します。

show crypto key import authentication rsa
{address address | name fqdn}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router# show crypto key
import authentication rsa

ステッ

プ 4   

•ルータに保存されている特定の RSA公開キーの詳細を
表示するには、オプションの nameまたは addressキー
ワードを使用します。

RSA 公開キーのルータからの削除
この作業では、RSA公開キーをルータから削除します。

手順の概要

1. configure
2. zeroize crypto key import authentication rsa {address address | name fqdn}
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

4. show crypto pubkey-chain rsa [name key-name | address key-address]
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

公開キーをルータから削除します。zeroize crypto key import authentication rsa
{address address | name fqdn}

ステッ

プ 2   • addressキーワードを使用して、リモートピアの RSA
公開キーの IPアドレスを指定します。 address引数は、例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# zeroize
手動で設定するリモートピアのリモート RSA公開キー
の IPアドレスです。crypto key import authentication rsa

tftp://223.255.254.254/ssh/public.pub (in
• nameキーワードを使用して、ピアの完全修飾ドメイン
名（FQDN）を指定します。

base64)
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-keyring)#

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 3   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッ
ションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。
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目的コマンドまたはアクション

（任意）ルータに保存されているすべての RSA公開キーの
リストを表示します。

show crypto pubkey-chain rsa [name key-name
| address key-address]

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router# show crypto
pubkey-chain rsa

ステッ

プ 4   

•ルータに保存されている特定の RSA公開キーの詳細を
表示するには、オプションの nameまたは addressキー
ワードを使用します。

ISAKMP 事前共有キーの ISAKMP キーリングでの設定
この作業では、ISAKMP事前共有キーを ISAKMPキーリングに設定します。

はじめる前に

ISAKMP事前共有キーを ISAKMPキーリングに設定するには、IKEポリシーで事前共有キーを使
用するピアそれぞれについて、以下の作業を実行します。

•各ピアの ISAKMP IDを設定します。各ピアの IDは、ピアのホスト名または IPアドレスに
設定する必要があります。デフォルトでは、ピアの IDはピアの IPアドレスに設定されてい
ます。 ISAKMP IDの設定については、ISAKMP IDの設定, （18ページ）を参照してくださ
い。

•各ピアに共有キーを指定します。指定した事前共有キーは 2つのピア間で共有されているこ
とに注意してください。任意のピアに同一のキーを指定することで、複数のリモートピア

との共有が可能になります。ただし、ピアの各ペアに個別のキーを指定する方が安全性は高

くなります。

•マスク事前共有キーのサポートを指定する必要があります。 IKEポリシーで事前共有キーを
使用する各ピアに対して、これらの手順を繰り返します。

手順の概要

1. configure
2. crypto keyring keyring-name [vrf vrf-name]
3. pre-shared-key {address address [mask] | hostname hostname} key key
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

IKE認証時の暗号キーリングを定義します。crypto keyring keyring-name [vrf vrf-name]

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# crypto

ステッ

プ 2   • keyring-name引数を使用して、暗号化キーリングの名前
を指定します。

•（任意）vrfキーワードを使用して、前面扉仮想ルーティ
ングおよび転送（FVRF）の名前が、参照されているキー
リングであることを指定します。

keyring vpnkeyring
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-keyring)#

IKE認証の事前共有キーを定義します。pre-shared-key {address address [mask] |
hostname hostname} key key

ステッ

プ 3   • addressキーワードを使用して、リモートピアの IPアド
レスまたはサブネットとマスクを指定します。例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-keyring)#
pre-shared-key address 10.72.23.11 key •（任意）mask引数を使用して、アドレスの範囲を照合

します。vpnkey
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-keyring)#
pre-shared-key hostname mycisco.com key
vpnkey • hostnameキーワードを使用して、ピアの完全修飾ドメ

イン名（FQDN）を指定します。

•（任意）keyキーワードを使用して、キーを指定しま
す。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 4   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように
要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーション
ファイルに変更が保存され、コンフィギュレーショまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
ンセッションが終了して、ルータが EXECモード
に戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。
変更はコミットされません。
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目的コマンドまたはアクション

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーショ
ンセッションが継続します。コンフィギュレーショ

ンセッションは終了せず、設定変更もコミットさ

れません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保
存し、コンフィギュレーションセッションを継続する

には、commitコマンドを使用します。

コールアドミッション制御の設定

コールアドミッション制御（CAC）を設定するには、次の作業を実行します。

IKE セキュリティアソシエーション制限の設定
この作業では、IKEセキュリティアドミッション制限を設定します。

手順の概要

1. configure
2. crypto isakmp call admission limit {in-negotiation-sa number | sa number}
3. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

4. show cyrpto isakmp call admission statistics

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

ステップ 1   

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router# configure
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目的コマンドまたはアクション

IKEが新しいSA要求の拒否を開始するまでにルータが確立でき
る、IKE SAの最大数を指定します。

crypto isakmp call admission limit
{in-negotiation-sa number | sa number}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

• in-negotiation-saキーワードを使用して、IKEが新しい SA
要求の拒否を開始するまでにルータが確立できる、ネゴシ

エーション中（初期）IKEセキュリティアソシエーションcrypto isakmp call admission limit sa
25 （SA）の最大数を指定します。 number引数の範囲は 1～

100000です。

• saキーワードを使用して、ルータが確立できるアクティブ
な IKE SAの最大数を指定します。 number引数の範囲は 1
～ 100000です。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 3   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them before exiting

• commit

例： (yes/no/cancel)?[cancel]:

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに設定変更が保存され、コンフィギュレーションまたは
セッションが終了して、ルータが EXECモードに戻り
ます。

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)#
◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータが EXECモードに戻ります。変
更はコミットされません。

commit

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

暗号化 CAC統計情報をモニタします。show cyrpto isakmp call admission statistics

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router# show crypto
isakmp call admission statistics

ステップ 4   
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システムリソース制限の設定

この作業では、システムリソース制限を設定します。

手順の概要

1. configure
2. crypto isakmp call admission limit {cpu {total percent | ike percent}}
3. 次のいずれかを実行します。

• end

• commit

4. show cyrpto isakmp call admission statistics

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

ステップ 1   

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router# configure

IKEが新しいSA要求の拒否を開始するまでにルータが確立でき
る、IKE SAの最大数を指定します。

crypto isakmp call admission limit {cpu
{total percent | ike percent}}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)#

ステップ 2   

• cpuキーワードを使用して、CPU使用率の合計リソース制
限を指定します。

• totalキーワードを使用して、新しいコールを受け付ける最
大合計 CPU使用率を指定します。 percent引数の範囲は 1
～ 100です。

crypto isakmp call admission limit cpu
total 90

• ikeキーワードを使用して、新しいコールを受け付ける最大
IKE CPU使用率を指定します。 percent引数の範囲は 1～
100です。

設定変更を保存します。次のいずれかを実行します。ステップ 3   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them before exiting

• end

• commit

例：
(yes/no/cancel)?[cancel]:

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに設定変更が保存され、コンフィギュレーション

または
セッションが終了して、ルータがEXECモードに戻り
ます。

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)#
◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変
更はコミットされません。

commit

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

暗号化 CAC統計情報をモニタします。show cyrpto isakmp call admission statistics

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router# show cyrpto
isakmp call admission statistics

ステップ 4   

暗号化キーリングの設定

暗号化キーリングは、事前共有キーおよび Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）公開キーのリポジ
トリです。ルータは 0個以上のキーリングを保持できます。オプションとして、各キーリングで
は、キーリング内に定義されたキーが属する VRFを指定できます。

この作業では、暗号化キーリングを設定します。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータシステムセキュリティコンフィギュレー
ションガイドリリース 4.2    

   OL-26047-01-J 31

インターネットキー交換セキュリティプロトコルの実装

暗号化キーリングの設定



はじめる前に

暗号化キーリングを設定する際は、次のガイドラインと制約事項に従ってください。（注）

•暗号化キーリングに関連付けられている VRFは変更できません。新しい VRF値には、
別のキーリングを設定する必要があります。

•キーリング内のアドレスの重複は許可されておらず、設定時に適用する必要があります。

•暗号化キーリングは 1つ以上の ISAKMPプロファイルに付加され、使用中は削除できま
せん。

手順の概要

1. configure
2. crypto keyring keyring-name [vrf fvrf-name]
3. description string
4. local-address ip-address
5. pre-shared-key {address address [mask] | hostname hostname} key key
6. rsa-pubkey {address address | name fqdn} [encryption | signature]
7. key-string key-string
8. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

IKE認証時に使用する暗号化キーリングを定義します。crypto keyring keyring-name [vrf fvrf-name]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto
keyring vpnkey

ステップ 2   

• keyring-name引数は、暗号化キーリングの名前として使用
されます。

• vrfキーワードを使用して、前面扉仮想ルーティングおよ
び転送（FVRF）の名前が、参照されているキーリングで
あることを指定します。 fvrf-name引数は、VRF設定時に
定義された FVRF名と一致する必要があります。
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目的コマンドまたはアクション

キーリングの 1行説明を作成します。description string

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring#
description this is a sample keyring

ステップ 3   

• string引数を使用して、キーリングを説明する文字列を指
定します。

ISAKMPキーリング設定の範囲を、ローカルターミネーション
アドレスまたはインターフェイスに限定します。

local-address ip-address

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)#
local-address 10.40.1.1

ステップ 4   

• ip-address引数を使用して、バインド先の IPアドレスを指
定します。

IKE認証に使用する事前共有キーを定義します。pre-shared-key {address address [mask] |
hostname hostname} key key

ステップ 5   

• addressキーワードを使用して、リモートピアの IPアドレ
スまたはサブネットとマスクを指定します。 mask引数は
オプションです。

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)#
• hostnameキーワードを使用して、ピアの完全修飾ドメイン
名（FQDN）を指定します。

pre-shared-key address 10.72.23.11
key vpnkey

• keyキーワードを使用して、秘密を指定します。

アドレスまたはホスト名によって Rivest, Shamir, and Adelman
（RSA）公開キーを定義します。

rsa-pubkey {address address | name fqdn}
[encryption | signature]

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)#
rsa-pubkey name host.vpn.com

ステップ 6   

• addressキーワードを使用して、リモートピアのRSA公開
キーの IPアドレスを指定します。 address引数は、手動で
設定するリモートピアのリモート RSA公開キーの IPアド
レスです。

• nameキーワードを使用して、ピアのFQDNを指定します。

•（任意）encryptionキーワードを使用して、キーが暗号化
に使用されることを指定します。

•（任意）signatureキーワードを使用して、キーがシグネ
チャに使用されることを指定します。 signatureキーワー
ドがデフォルトです。

リモートピアの RSA公開キーを手動で指定します。key-string key-string

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pubkey)#

ステップ 7   

key-string 005C300D 06092A86 4886F70D
01010105

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要
求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファ
イルに変更が保存され、コンフィギュレーションセッまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit

ションが終了して、ルータが EXECモードに戻りま
す。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッショ
ンが終了して、ルータがEXECモードに戻ります。変
更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーション
セッションが継続します。コンフィギュレーション

セッションは終了せず、設定変更もコミットされませ

ん。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存
し、コンフィギュレーションセッションを継続するには、

commitコマンドを使用します。

IP セキュリティ VPN モニタリングの設定
次に、IPセキュリティ（IPSec）VPNモニタリングを設定する方法について説明します。

IKE ピアの説明の追加
この作業では、IKEピアの説明を IPSec VPNセッションに追加できます。
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手順の概要

1. configure
2. crypto isakmp peer {address ip-address | hostname hostname} [description string | vrf fvrf-name]
3. description string
4. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

5. show crypto isakmp peers [ip-address | vrf vrf-name]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステップ 1   

アグレッシブモードで、トンネル属性の認証、許可、

アカウンティング（AAA）に関する IKEクエリー生成
crypto isakmp peer {address ip-address | hostname
hostname} [description string | vrf fvrf-name]

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# crypto

ステップ 2   

のための IPSecピアをイネーブルにして、ISAKMPピア
コンフィギュレーションモードを開始します。

セッションの IPSecピアを指定します。
isakmp peer address 1040.40.40.2
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp-peer)

1行のテキスト文字列による IKEピアの説明を追加しま
す。

description string

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp-peer)#
description citeA

ステップ 3   

•ピアの説明は最大 80文字です。

•

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステップ 4   

• end • endコマンドを実行すると、変更をコミットする
ように要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。
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目的コマンドまたはアクション

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィ

ギュレーションセッションは終了せず、設定

変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更
を保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。

ピアの説明を表示します。show crypto isakmp peers [ip-address | vrf vrf-name]

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router# show crypto isakmp
peers

ステップ 5   

暗号化セッションのクリア

ユーザおよびグループの暗号化セッション（IPセキュリティ（IPSec）およびインターネットキー
交換（IKE）セキュリティアソシエーション（SA））を削除するには、EXECモードでclearcrypto
sessionコマンドを使用します。

ISAKMP プロファイルの設定方法
この作業では、サービスインターフェイスまたはトンネルインターフェイスの ISAKMPプロファ
イル（ピアのセットに対するコマンドのリポジトリ）を設定します。

Cisco ASR 9000 Series Routerはサービスインターフェイスのみをサポートします。（注）
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手順の概要

1. configure
2. crypto isakmp profile {local [local] profile-name}
3. description string
4. keepalive disable
5. self-identity {address | fqdn | user-fqdn user-fqdn}
6. keyring keyring-name
7. match identity {group group-name | address address [mask] vrf [fvrf] | host hostname | host domain

domain-name | user username | user domain domain-name}
8. 次のいずれかを実行します。

• set interface { tunnel-ipsec intf-index |

• service-gre intf-index | service-ipsec intf-index }

9. set ipsec-profile profile-name
10. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

ISAKMPプロファイルを定義し、IPSecユーザセッショ
ンを監査します。

crypto isakmp profile {local [local] profile-name}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# crypto isakmp

ステッ

プ 2   

•（必須/任意）localキーワードを使用して、プロ
ファイルがローカルを送信元または終端とするト

ラフィックに使用されることを指定します。
profile local vpnprofile
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isa-prof)#

localキーワードは、この手順の後半で set
ipsec-profileコマンドや set interface
tunnel-ipsecコマンドを使用する場合には必須
です。

（注）

•（必須）profile-name引数を使用して、ユーザプロ
ファイルの名前を指定します。
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目的コマンドまたはアクション

キーリングの説明を作成します。description string

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isa-prof)#
description this is a sample profile

ステッ

プ 3   • string引数を使用して、キーリングを説明する文字
列を指定します。

ゲートウェイがDPDメッセージを Cisco IOS XRピアに
送信できるようにします。

keepalive disable

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isa-prof)#
keepalive disable

ステッ

プ 4   

• disableキーワードを使用して、キープアライブの
グローバル宣言をディセーブルにします。

ローカル IKEがリモートピアに対して IKE自身を識別
させるために使用する IDを定義します。

self-identity {address | fqdn | user-fqdn user-fqdn}

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isa-prof)#
self-identity user-fqdn user@vpn.com

ステッ

プ 5   

• addressキーワードを使用して、ローカルエンドポ
イントの IPアドレスを指定します。

• fqdnキーワードを使用して、ホストの完全修飾ド
メイン名（FQDN）を指定します。

• user-fqdnキーワードを使用して、ユーザの FQDN
がリモートエンドポイントに送信されたことを指

定します。

ISAKMPプロファイルとともにキーリングを定義しま
す。

keyring keyring-name

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isa-prof)#
keyring vpnkeyring

ステッ

プ 6   

• keyring-name引数を使用して、キーリング名を指定
します。このキーリング名は、グローバルコンフィ

ギュレーションで定義したキーリング名と一致し

ている必要があります。

ISAKMPプロファイルのピアの IDを照合します。match identity {group group-name | address address
[mask] vrf [fvrf] | host hostname | host domain

ステッ

プ 7   • groupキーワードを使用して、識別子（ID）タイ
プ ID_KEY_IDと一致する Unityグループを指定し

domain-name | user username | user domain
domain-name}

ます。RSAシグニチャを使用する場合、group-name
例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isa-prof)# match

引数は認定者名（DN）の組織ユニット（OU）
フィールドと一致します。

identity group vpngroup • addressキーワードを使用して、address引数を ID
タイプ ID_IPV4_ADDRと照合します。

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isa-prof-match)#

• mask引数を使用して、アドレスの範囲を指定しま
す。
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目的コマンドまたはアクション

• vrfキーワードを使用して、ピアの前面扉VPNルー
ティングおよび転送（VRF）を指定します。

• fvrf引数を使用して、前面扉仮想ルータ転送
（FVRF）バーチャルプライベートネットワーク
（VPN）領域のアドレスを照合します。

• hostキーワードを使用して、完全修飾ドメイン名
（FQDN）がドメイン名で終わるタイプ ID_FQDN
と一致する IDを指定します。

• host domainキーワードを使用して、タイプ
ID_FQDNと一致する IDを指定します。ドメイン
名は domain-name引数と同じです。

• userキーワードを使用して、FQDNと一致する ID
を指定します。

• user domainキーワードを使用して、タイプ
ID_USER_FQDNと一致する IDを指定します。user
domainキーワードが存在する場合、タイプ
ID_USER_FQDNの識別情報を持ち、domain-name
で終わるすべてのユーザが照合されます。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 8   
• set interface tunnel-ipsecコマンドが使用できるの
は、以前に localキーワードを選択した場合だけで
す。このコマンドは、ローカルを送信元または終

• set interface { tunnel-ipsec intf-index |

• service-gre intf-index | service-ipsec intf-index } 端とするトラフィックの IPSecサービスアソシエー
ション（SA）について IKEがネゴシエートし、

例：

RP/0/RP0/CPU0:router(config-isa-prof-match)# set
interface tunnel-ipsec 50

ローカルエンドポイントが IKEの応答側である際
に、インターフェイスインスタンスを事前定義し

ます。

• intf-index引数を使用して、範囲を 0～ 4294967295
に設定します。

または

RP/0/ RSP0 0 /CPU0:router(config-isa-prof-match)# set
interface tunnel service - ipsec 50 gre 34 • set interface service-greコマンドおよび set interface

service-ipsecコマンドが使用できるのは、
Cisco ASR 9000 Series Routerの場合だけです。この
コマンドは、リモートを送信元または終端とする

トラフィックの IPSec SAについて IKEがネゴシ
エートする際に、インターフェイスインスタンス

を事前定義します。

• intf-index引数の範囲は、設定対象がトンネルかサー
ビスかによって異なります。
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目的コマンドまたはアクション

◦トンネル = 0～ 429496729

◦サービス = 1～ 65535

（任意）ローカルを送信元または終端とするトラフィッ

クの IPSecサービスアソシエーション（SA）について
set ipsec-profile profile-name

例：

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isa-prof-match)#
set ipsec-profile myprofile

ステッ

プ 9   
IKEがネゴシエートし、ローカルエンドポイントが IKE
の応答側である際に、IPSecプロファイルインスタンス
を事前定義します。

• profile-name引数を使用して、IPSecプロファイル
の名前を設定します。

•

この手順の前半で localキーワードを選択した
場合のみ、使用できます。

（注）

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用します。ステッ

プ 10   •• endコマンドを実行すると、変更をコミットするよ
うに要求されます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end ◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーショ
ンファイルに変更が保存され、コンフィギュまたは

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# commit
レーションセッションが終了して、ルータが

EXECモードに戻ります。

◦ noと入力すると、コンフィギュレーション
セッションが終了して、ルータが EXECモー
ドに戻ります。変更はコミットされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレー
ションセッションが継続します。コンフィ

ギュレーションセッションは終了せず、設定

変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更
を保存し、コンフィギュレーションセッションを

継続するには、commitコマンドを使用します。
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Dead Peer Detection 定期メッセージの設定方法
この作業では、定期的なキープアライブやオンデマンドのDeadPeerDetection（DPD）メッセージ
を設定します。

手順の概要

1. configure
2. crypto isakmp keepalivesecondsretry-seconds[periodic | on-demand]
3. 次のいずれかのコマンドを使用します。

• end

• commit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure

ステッ

プ 1   

IKEセキュリティアソシエーション（SA）機能を使用すると、2つの
IPセキュリティ（IPSec）ピア間の接続切断を検出するメカニズムが
提供されます。

crypto isakmp
keepalivesecondsretry-seconds[periodic
| on-demand]

例：
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
crypto isakmp keepalive 20 20
on-demand

ステッ

プ 2   

• seconds引数を使用して、キープアライブメッセージ間の秒数を
指定します。範囲は 10～ 3600です。

• retry-seconds引数を使用して、キープアライブが失敗した場合の
リトライ間の秒数を指定します。範囲は 2～ 60です。

•（任意）periodicキーワードを使用して、DPDメッセージに対し
てキープアライブメッセージを定期的に送信することを指定し

ます。

•（任意）on-demandキーワードを使用して、DPDのリトライを
オンデマンドで送信することを指定します。

設定変更を保存します。次のいずれかのコマンドを使用しま

す。

ステッ

プ 3   
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目的コマンドまたはアクション

• endコマンドを実行すると、変更をコミットするように要求され
ます。

Uncommitted changes found, commit them
before exiting(yes/no/cancel)? [cancel]:

• end

• commit

例：

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# end
◦ yesと入力すると、実行コンフィギュレーションファイル
に変更が保存され、コンフィギュレーションセッションが

終了して、ルータが EXECモードに戻ります。
または

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#
commit ◦ noと入力すると、コンフィギュレーションセッションが終

了して、ルータが EXECモードに戻ります。変更はコミッ
トされません。

◦ cancelと入力すると、現在のコンフィギュレーションセッ
ションが継続します。コンフィギュレーションセッション

は終了せず、設定変更もコミットされません。

•実行コンフィギュレーションファイルに設定変更を保存し、コ
ンフィギュレーションセッションを継続するには、commitコマ
ンドを使用します。

IKE セキュリティプロトコルの実装の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

IKE ポリシーの作成：例
この例では、2つの IKEポリシー（最大のプライオリティとして policy 15、次のプライオリティ
として policy 20）を作成し、最小のプライオリティとして既存のデフォルトプライオリティを使
用する方法について説明します。

crypto isakmp policy 15
encryption 3des
hash md5
authentication rsa-sig
group 2
lifetime 5000
crypto isakmp policy 20
authentication pre-share
lifetime 10000

この例では、暗号化アルゴリズムパラメータのデフォルト値のため、policy 20の暗号化 desは記
述した設定に表示されません。
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この設定で show crypto isakmp policyコマンドを発行すると、出力は次のようになります。

Protection suite priority 15
encryption algorithm:3DES - Data Encryption Standard (168 bit keys)
hash algorithm:Message Digest 5
authentication method:Rivest-Shamir-Adelman Signature
Diffie-Hellman group:#2 (1024 bit)
lifetime:5000 seconds, no volume limit
Protection suite priority 20
encryption algorithm:DES - Data Encryption Standard (56 bit keys)
hash algorithm:Secure Hash Standard
authentication method:preshared Key
Diffie-Hellman group:#1 (768 bit)
lifetime:10000 seconds, no volume limit
Default protection suite
encryption algorithm:DES - Data Encryption Standard (56 bit keys)
hash algorithm:Secure Hash Standard
authentication method:Rivest-Shamir-Adelman Signature
Diffie-Hellman group:#1 (768 bit)
lifetime:86400 seconds, no volume limit

ライフタイムに「novolume limit」と出力されていますが、timeライフタイム（86,400秒など）
だけは設定できます。volume-limitライフタイムは設定できません。

（注）

ローカル IP アドレスに基づいた特定のポリシーセットへの IKE ピアの
制限：例

最初の部分は、暗号化方式に関連した ISAKMPポリシーの選択とSVIトンネルソースの指定から
構成されています。次の例で、IPアドレス 1.1.1.1に接続しているユーザには、ISAKMPポリシー
として DESが採用されます。ただし、IPアドレス 2.2.2.2に接続しているユーザには、ISAKMP
ポリシーとして AESのみが採用されます。

照合には、複数の ISAKMPポリシー、または複数の IPアドレスを使用できます。残りの設定、
つまり SVIに設定されたグループ名に一致する ISAKMPプロファイルの設定も同様です。

この特定の例では、ポリシーセット内に 2つのポリシー（policy 10と policy 20）が設定されてい
ます。

例では、SVI1トンネルソースと SVI2トンネルソースは、それぞれ太字で local-address 10 1 . 10
1 .1.1および local-address 10 2 . 10 2 .2.2として指定されていることに注意してください。以下に
例を示します。

RP/0/RSP0RP00/CPU0:router:: configure
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 10
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)# encryption des << restricts use to DES only
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)# group 2
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)## authentication pre-share
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)## crypto isakmp policy 20
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)# encryption aes << restricts use to AES only
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)# group 2
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp)# authentication pre-share
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy-set policy_1<< match ID
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# policy 10 << routing priority
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# match identity local-address 101.101.1.1
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RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy-set policy_2<< match ID
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# crypto isakmp policy-set policy_2<< match
IDpolicy 20
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# policy 20match identity local-address 2.2.2.2
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# match identity local-address 10.10.2.2commit
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# commitexit
RP/0/RSP0RP00/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# exit#

参考資料
ここでは、IKEセキュリティプロトコルの実装に関連する参考資料を紹介します。

関連資料

ドキュメント名関連項目

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Command Reference』

IKEセキュリティプロトコルコマンド：コマ
ンド構文の詳細、コマンドモード、コマンド履

歴、デフォルト設定、使用上のガイドライン、

および例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Management Command Reference』

IPSec-relatedオブジェクトトラッキングコマン
ド：コマンド構文の詳細、コマンドモード、コ

マンド履歴、デフォルト設定、使用上のガイド

ライン、および例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Management Configuration Guide』

オブジェクトトラッキング設定手順、および例

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Command Reference』の
IPSecネットワークセキュリティコマンド

IPSecネットワークセキュリティコマンド：コ
マンド構文の詳細、コマンドモード、コマンド

履歴、デフォルト設定、使用上のガイドライ

ン、および例

標準

タイトル標準

—この機能でサポートが追加または変更された標

準はありません。また、この機能で変更された

既存の標準のサポートはありません。
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MIB

MIB リンクMIB

Cisco IOSXRソフトウェアを使用しているMIB
を特定してダウンロードするには、次の URL
にある Cisco MIB Locatorを使用し、[Cisco
Access Products]メニューからプラットフォーム
を選択します。http://cisco.com/public/sw-center/
netmgmt/cmtk/mibs.shtml

—

RFC

タイトルRFC

『Security Architecture for the Internet Protocol』RFC 2401

『IP Authentication Header』RFC 2402

『TheUse of HMAC-MD5-96within ESP andAH』RFC 2403

『The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and
AH』

RFC 2404

『The ESP DES-CBC Cipher Algorithm With
Explicit IV』

RFC 2405

『IP Encapsulating Security Payload (ESP)』RFC 2406

『The Internet IP Security Domain of Interpretation
for ISAKMP』

RFC 2407

『Internet SecurityAssociation andKeyManagement
Protocol (ISAKMP)』

RFC 2408

『The Internet Key Exchange (IKE)』RFC 2409
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シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/en/US/support/index.htmlシスコのテクニカルサポートWebサイトには、
数千ページに及ぶ検索可能な技術情報がありま

す。製品、テクノロジー、ソリューション、技

術的なヒント、およびツールへのリンクもあり

ます。 Cisco.comに登録済みのユーザは、この
ページから詳細情報にアクセスできます。
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