
インターネットキー交換セキュリティプロ

トコルコマンド

ここでは、インターネットキー交換（IKE）セキュリティプロトコルを設定するために使用され
る Cisco IOS XRソフトウェアコマンドについて説明します。

IKEの概念、設定作業、および例の詳細については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Configuration Guide』の「Implementing Internet Key Exchange Security Protocol
on Cisco ASR 9000 Series Router」を参照してください。
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accounting（IKE）
ISAKMPプロファイルを介して接続するすべてのピアについて認証、許可、アカウンティング
（AAA）サービスをイネーブルにするには、ISAKMPプロファイルコンフィギュレーションモー
ドで accountingコマンドを使用します。デフォルト値に戻すには、このコマンドの no形式を使
用します。

accounting list-name

no accounting

___________________
構文の説明

クライアントアカウンティングリストの名前。最大長は 127文字で
す。

list-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルト値は no accountingです。

___________________
コマンドモード ISAKMPプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、アカウンティングリストを作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp profile vpnprofile
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof)# accounting aaalist

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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, （33ページ）
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address
手動で設定するリモートピアのRivest, Shamir, and Adelman（RSA）公開キーの IPアドレスを指定
するには、公開キーコンフィギュレーションモードで addressコマンドを使用します。リモート
ピアの IPアドレスを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

address ip-address

no address ip-address

___________________
構文の説明

手動で設定するピアのリモート RSA公開キーの IPアドレスip-address

___________________
コマンドモード なし

公開キーコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

次に手動で設定する IP Security（IPSec）ピアの RSA公開キーを指定するには、addressコマンド
を使用します。

RSAキーの指定が終了したら、公開キーコンフィギュレーションモードプロンプトで 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る必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、IPSecピアの RSA公開キーを手動で指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring vpnkey
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# rsa-pubkey name host.vpn.com
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pubkey)# address 10.5.5.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pubkey)# key-string 005C300D 06092A86 4886F70D 01010105
005C300D 06092A86 4886F70D 01010105
00034B00 30480241 00C5E23B 55D6AB22
04AEF1BA A54028A6 9ACC01C5 129D99E4
64CAB820 847EDAD9 DF0B4E4C 73A05DD2
BD62A8A9 FA603DD2 E2A8A6F8 98F76E28
D58AD221 B583D7A4 71020301 0001
quit

___________________
関連コマンド

説明コマンド

リモートピアの RSA公開キーを指定します。key-string（IKE）, （56ページ）

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, （71ページ）

ルータに保存されているピアの RSA公開キー
を表示します。

show crypto key pubkey-chain rsa, （106ページ）
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authentication（IKE ポリシー）
インターネットキー交換（IKE）ポリシー内の認証方式を指定するには、ISAKMPポリシーコン
フィギュレーションモードで authenticationコマンドを使用します。認証方式をデフォルト値に
リセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

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

no authentication {pre-share| rsa-sig| rsa-encr}

___________________
構文の説明

認証方式として事前共有キーを指定します。pre-share

認証方式として RSAシグニチャを指定します。rsa-sig

認証方式として Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）暗号化ナンスを指
定します。

rsa-encr

___________________
コマンドデフォルト RSAシグニチャ

___________________
コマンドモード ISAKMPポリシーコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IKEポリシーは、IKEネゴシエーション時に使用される一連のパラメータを定義したものです。
IKEポリシーの認証方式を指定するには、authenticationコマンドを使用します。事前共有キーを
指定した場合は、これらの事前共有キーも個別に設定する必要があります。

RSA暗号化ナンスを指定した場合は、各ピアが他のピアのRSA公開キーを持っていることを確認
する必要があります（address、rsa-pubkey、および key-stringコマンドを参照）。

RSAシグニチャを指定した場合は、Certification Authority（CA;認証局）から証明書を取得するた
めにピアルータを設定する必要があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、認証方式として事前共有キーを指定した（他のパラメータはすべてデフォルトに設定され

た）IKEポリシーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# authentication pre-share

次に、認証方式としてRSA暗号キーを指定した（他のパラメータはすべてデフォルトに設定され
た）IKEポリシーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# authentication rsa-encr

次に、認証方式としてRSAシグニチャを指定した（他のパラメータはすべてデフォルトに設定さ
れた）IKEポリシーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# authentication rsa-sig

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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アドレスを指定します。

address, （5ページ）

IKEポリシーを定義します。crypto isakmp policy, （28ページ）

IKEポリシー内の暗号化アルゴリズムを指定し
ます。

encryption（IKEポリシー）, （46ページ）

IKEポリシー内部での Diffie-Hellmanグループ
の識別番号を指定します。

group（IKEポリシー） , （48ページ）

IKEポリシー内のハッシュアルゴリズムを指定
します。

hash（IKEポリシー）, （50ページ）

リモートピアの RSA公開キーを指定します。key-string（IKE）, （56ページ）

IKE SAのライフタイムを指定します。lifetime（IKEポリシー）, （58ページ）
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説明コマンド

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, （71ページ）

各 IKEポリシーのパラメータを表示します。show crypto isakmp policy, （94ページ）
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clear crypto isakmp
アクティブなインターネットキー交換（IKE）接続をクリアするには、EXECモードで clear crypto
isakmpコマンドを使用します。

clear crypto isakmp [ connection-id ]

___________________
構文の説明

（任意）クリアする接続の名前。範囲は 1～ 64000です。connection-id

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

connection-id引数を使用しない場合は、このコマンドの発行時に既存のすべての IKE接続がク
リアされます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

実行crypto
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___________________
例 次に、インターフェイス 172.21.114.123および 172.21.114.67で接続された 2つのピア間の IKE接

続をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp sa
vrf dst src state conn-id nodeid
---------- ------------ ------------ --------- ------- ------
default 172.21.114.123 172.21.114.67 QM_IDLE 1 0
default 172.0.0.2 172.0.0.1 QM_IDLE 8 0

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear crypto isakmp 1
RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp sa

vrf dst src state conn-id nodeid
---------- ------------ ------------ --------- ------- ------
default 172.0.0.2 172.0.0.1 QM_IDLE 8 0

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ピアにおける現在のすべての IKE SAを表示し
ます。

show crypto isakmp sa, （99ページ）
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clear crypto isakmp call admission statistics
ISAKMPコールアドミッション統計情報をクリアするには、EXECモードで clear crypto isakmp
call admission statisticsコマンドを使用します。

clear crypto isakmp call isakmp call admission statistics

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

実行crypto

___________________
例 次に、コールアドミッション統計情報をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear crypto isakmp call admission statistics
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEプロトコルに対する Call Admission Control
（CAC;コールアドミッション制御）の設定を
表示します。

show crypto isakmp call admission statistics, （79
ページ）
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clear crypto isakmp errors
Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）エラーの統計情報をクリアす
るには、EXECモードで clear crypto isakmp errorsコマンドを使用します。

clear crypto isakmp error

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

実行crypto

___________________
例 次に、ISAKMPエラー統計情報をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp errors

Control Plane Errors
---------------------
ERR NO MEMORY.....................................0
INVALID CERT......................................0
CRYPTO FAILURE....................................0
SA NOT AUTH.......................................0
AUTHENTICATION FAILED.............................0
GROUP AUTHOR FAILED...............................0

   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マンドリファ
レンスリリース 4.2.x

14 OL-26051-02-J  

インターネットキー交換セキュリティプロトコルコマンド

clear crypto isakmp errors



USER AUTHEN REJECTED..............................0
LOCAL ADDRESS FAILURE.............................0
FAILED TO CREATE SKEYID...........................0
RSA PUBLIC KEY NOT FOUND..........................0
RETRANSMITION LIMIT...............................0
MALFORMED MESSAGE.................................0
QUICK MODE TIMER EXPIRED..........................0
KEY NOT FOUND IN PROFILE..........................0
PROFILE NOT FOUND.................................0
PRESHARED KEY NOT FOUND...........................0
PHASE2 PROPOSAL NOT CHOSEN........................0
POLICY MISMATCH...................................0
NO POLICY FOUND...................................0
PACKET PROCESS FAILURE............................0

Warnings
---------
CERT DOESNT MATCH ID..............................0
CERT ISNT TRUSTED ROOT............................0
PACKET NOT ENCRYPTED..............................0
UNRELIABLE INFO MSG...............................0
NO SA.............................................0
BAD DOI SA........................................0
UNKNOWN EXCHANGE TYPE.............................0
OUTGOING PKT TOO BIG..............................0
INCOMING PKT TOO BIG..............................0

Informational
--------------
CAC DROPS.........................................0
DEFAULT POLICY ACCEPTED...........................0

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear crypto isakmp errors

___________________
関連コマンド

説明コマンド

トンネルの確立時に発生する ISAKMPエラーを
表示します。

show crypto isakmp errors
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clear crypto session
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 clear crypto sessionコマンドを使用し
ます。

clear crypto session [user username| group group| interface| ivrf vrf-name| local ip-address| fvrf vrf-name|
remote ip-address]

___________________
構文の説明

（任意）ユーザの名前を指定します。user username

（任意）グループの識別名を指定します。group group

（任意）インターフェイスの名前を指定します。interface

（任意）クリアされる内部VRF（IVRF）セッションを指定します。ivrf vrf-name

（任意）ローカル暗号化エンドポイントの暗号化セッションをクリア

します。 ip-address引数は、ローカル暗号化エンドポイントの IPア
ドレスです。

local ip-address

（任意）Front Door Virtual Routing and Forwarding（FVRF;前面扉仮想
ルーティングおよび転送）セッションを指定します。

fvrf vrf-name

（任意）リモート IKEピアの暗号化セッションをクリアします。
ip-address引数は、リモート IKEピアの IPアドレスです。

remote ip-address

___________________
コマンドデフォルト キーワードを指定しないで clear crypto sessionコマンドを入力した場合は、既存のすべてのセッ

ションがクリアされます。 IPSec SAが最初に削除されます。次に、IKE SAが削除されます。リ
モートポートのデフォルト値は 500です。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

特定の暗号化セッションまたはすべてのセッションのサブセットをクリアするには、ローカルイ

ンターフェイス、ローカル IPアドレス、リモート IPアドレス（およびポート）、FVRF名、また
は IVRF名などの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。

ローカル IPアドレスがパラメータとして指定された場合は、その IPアドレスをローカル暗号化
エンドポイント（IKEローカルアドレス）として共有するすべてのセッション（とその IKE SA
および IPSec SA）が削除されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

実行crypto

___________________
例 次に、すべての暗号化セッションを削除する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear crypto session

次に、"blue" という名前の FVRFの暗号化セッションが削除される例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear crypto session fvrf blue

次に、ローカルエンドポイント 10.1.1.1の暗号化セッションが削除される例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear crypto session local 10.1.1.1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

インターネットキー交換（IKE）ピアの説明を
追加します。

description（ISAKMPピア）, （42ページ）

アクティブな暗号セッションのステータス情報

を表示します。

show crypto session, （109ページ）
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crypto isakmp
ピアルータでインターネットキー交換（IKE）をグローバルに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で crypto isakmpコマンドを使用します。ピアで IKEをディ
セーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

crypto isakmp

no crypto isakmp

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト IKEはディセーブルです。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

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。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、1つのピアの IKEをディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# no crypto isakmp

   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マンドリファ
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crypto isakmp call admission limit
複数のメトリックに基づいて着信または発信セッション要求を拒否するには、グローバルコン

フィギュレーションモードで crypto isakmp call admission limitコマンドを使用します。この機能
をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

crypto isakmp call admission limit {cpu {total percent| ike percent}| in-negotiation-sa number| sa number}

no crypto isakmp call admission limit {cpu {total percent| ike percent}| in-negotiation-sa number| sa
number}

___________________
構文の説明

新しいコールを受け入れるための CPU使用率の合計リソース制限を指定し
ます。

cpu

新しいコールを受け入れるための最大合計CPU使用率を指定します。percent
引数の範囲は 1～ 100です。

total percent

新しいコールを受け入れるための最大 IKECPU使用率を指定します。percent
引数の範囲は 1～ 100です。

ike percent

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（SA）の最大数
を指定します。 number引数の範囲は 1～ 100000です。

in-negotiation-sa
number

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、アク
ティブな IKESAの最大数を指定します。ネゴシエーション中の接続数に制
限を設定できます。このタイプの接続は、認証と実際の確立よりも前の、

アグレッシブモードの IKE SAまたはメインモードの SAを意味します。
number引数の範囲は 1～ 100000です。

sa number

___________________
コマンドデフォルト in-negotiation-saキーワードのデフォルト値は 1000 SAに設定されています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ネゴシエーションを処理するのに十分なシステムリソースが存在しない場合、IKESAの要求は拒
否されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、crypto isakmp call admission limitコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp call admission limit cpu ike 30

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IPSecプロファイルを設定します。crypto ipsec profile

IKEポリシーを定義します。crypto isakmp policy, （28ページ）
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crypto isakmp identity
インターネットキー交換（IKE）プロトコルへの参加時にルータで使用される識別情報を指定する
には、グローバルコンフィギュレーションモードで crypto isakmp identityコマンドを使用しま
す。 Internet Security Association Key Management Protocol（ISAKMP）識別情報をデフォルト値
（address）にリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

crypto isakmp identity {address| hostname}

no crypto isakmp identity

___________________
構文の説明 ISAKMP識別情報を、IKEネゴシエーション時にリモートピアと通信する

インターフェイスの IPアドレスに設定します。
address

ISAKMP識別情報を、ドメイン名と連結されたホスト名（例：
myhost.example.com）に設定します。

hostname

___________________
コマンドデフォルト IPアドレスが ISAKMP識別情報に使用されます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IPアドレスまたはホスト名のいずれかによって ISAKMP識別情報を指定するには、crypto isakmp
identityコマンドを使用します。原則として、ピアの識別情報はすべて同じ方法で（IPアドレス
またはホスト名のいずれかで）設定してください。

事前共有キーを指定する場合は必ず ISAKMP識別情報を設定します。

IKEネゴシエーションに 1つのインターフェイスだけ（したがって、1つの IPアドレスだけ）が
ピアによって使用され、その IPアドレスが既知である場合は、addressキーワードを使用します。
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ピア上の複数のインターフェイスが IKEネゴシエーションに使用される可能性がある場合、また
はインターフェイスの IPアドレスが未知である場合（ダイナミックに割り当てられる IPアドレ
スなど）は、hostnameキーワードを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、2つのピアで事前共有キーを使用し、両方の ISAKMP識別情報を IPアドレスに設定する例

を示します。

ローカルピア（10.0.0.1）で、ISAKMP識別情報が設定され、事前共有キーが指定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp identity address
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring keyring1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# pre-shared-key address 192.168.1.33 key presharedkey

リモートピア（192.168.1.33）で、ISAKMP識別情報が設定され、同じ事前共有キーが指定されま
す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp identity address
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring keyring1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# pre-shared-key address 10.0.0.1 key presharedkey

前の例で、crypto isakmp identityコマンドが実行されなかった場合、ISAKMP識別情報は IP
アドレス（デフォルトの識別情報）に設定されたままになります。

（注）

次に、2つのピアで事前共有キーを使用し、両方の ISAKMP識別情報をホスト名に設定する例を
示します。

ローカルピアで、ISAKMP識別情報が設定され、事前共有キーが指定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp identity hostname
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring keyring1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# pre-shared-key hostname remoterouter.example.com key
presharedkey

リモートピアで、ISAKMP識別情報が設定され、同じ事前共有キーが指定されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp identity hostname
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring keyring1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# pre-shared-key hostname localrouter.example.com key
presharedkey

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEポリシー内の認証方式を指定します。authentication（IKEポリシー）, （7ページ）
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説明コマンド

IKE認証時の暗号キーリングを定義します。crypto keyring, （35ページ）

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に限定します。

local-address（キーリング）, （60ページ）

IKE認証の事前共有キーを定義します。pre-shared-key, （69ページ）
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crypto isakmp keepalive
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）機能を使用して 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を提供するには、グローバルコン
フィギュレーションモードで crypto isakmp keepaliveコマンドを使用します。この機能をディ
セーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

crypto isakmp keepalive seconds retry-seconds

no crypto isakmp keepalive

___________________
構文の説明

キープアライブメッセージの間隔を指定する秒数。範囲は 10～ 3600
です。

seconds

キープアライブが失敗した場合の再試行の間隔を指定する秒数。範囲

は 2～ 60です。
retry-seconds

___________________
コマンドデフォルト このコマンドで指定されない限り、IKEはキープアライブメッセージを送信しません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

4回試行してもピアからキープアライブ応答メッセージを受け取らなかった場合、IKEはピアとの
接続が切断されたと判断します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 キープアライブメッセージの間隔を 20秒に設定し、キープアライブが失敗した場合の再試行の

間隔を 20秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp keepalive 20

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEプロトコルへの参加時にルータが使用する
識別情報を指定します。

crypto isakmp identity, （21ページ）
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crypto isakmp peer
インターネットキー交換（IKE）用に IPセキュリティ（IPSec）ピア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で crypto isakmp peerコマンドを使用します。この機能
をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

crypto isakmp peer {address ip-address| hostname hostname} [description line| vrf fvrf-name]

no crypto isakmp peer {address ip-address| hostname hostname} [description line| vrf vrf-name]

___________________
構文の説明

ピアルータの IPアドレスを指定します。address ip-address

ピアのホスト名を指定します。hostname hostname

（任意）IKEピアの説明を指定します。ピアの説明に使用できる文
字の最大数は 80文字です。

description line

（任意）ピアから到達可能な VPNルーティングおよび転送（VRF）
ルーティングテーブルを指定します。 fvrf-name引数は、VPNルー
ティングおよび転送（VRF）設定時に定義された FVRF名と一致す
る必要があります。

vrf vrf-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ISAKMPピアコンフィギュレーションモードを開始するには、crypto isakmp peerコマンドを使
用します。

IPアドレスで識別されるピアに、意味のある名前または説明を付与することができます。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、ピアのアドレスが 40.40.40.2で名前が citeAである場合の例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp peer address 40.40.40.2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp-peer)# description citeA
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp-peer)# commit

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp peers
Peer: 60.60.60.2 Port: 500 Local: 70.70.70.2 vrf: default
UDP encapsulate: False
SA information:
Connection ID: 2
State: QM_IDLE
Phase 1 ID: IPV4_ADDR 60.60.60.2

Peer: 40.40.40.2 Port: 500 Local: 50.50.50.2 vrf: default
Description: peerA
UDP encapsulate: False
SA information:
Connection ID: 1
State: QM_IDLE
Phase 1 ID: IPV4_ADDR 40.40.40.2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

インターネットキー交換（IKE）ピアの説明を
追加します。

description（ISAKMPピア）, （42ページ）

ピアの構造を表示します。show crypto isakmp peers, （92ページ）
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crypto isakmp policy
インターネットキー交換（IKE）ポリシーを定義するには、グローバルコンフィギュレーション
モードで crypto isakmp policyコマンドを使用します。 IKEポリシーを削除するには、このコマン
ドの no形式を使用します。

crypto isakmp policy priority

no crypto isakmp policy priority

___________________
構文の説明 IKEポリシーを一意に識別し、保護ポリシーにプライオリティを割り当てる値。

1～ 10000の整数を使用します（1が最高で 10000が最低のプライオリティ）。
priority

___________________
コマンドデフォルト デフォルトポリシーがあり、常に最低のプライオリティが設定されています。デフォルトポリ

シーには、暗号化、ハッシュ、認証、Diffie-Hellmanグループ、およびライフタイムパラメータの
デフォルト値が含まれています（パラメータのデフォルトについては、「使用上のガイドライ

ン」を参照してください）。IKEポリシーを作成する際に、値を指定しない場合は特定のパラメー
タのデフォルトが使用されます。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IKEネゴシエーション時に使用するパラメータを指定するには、crypto isakmp policyコマンドを
使用します（これらのパラメータによって IKEセキュリティアソシエーション [SA]が作成され
ます）。

crypto isakmp policyコマンドにより、ISAKMPポリシーコンフィギュレーションモードが開始
されます。このモードでは、ポリシーのパラメータを指定するために次のコマンドを使用できま

す。
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• authentication（IKEポリシー）, （7ページ）コマンド：デフォルト値が Rivest, Shamir, and
Adelman（RSA）シグニチャになるように指定します。

• description（IKEポリシー）, （38ページ）コマンド：IKEポリシーの説明を作成します。

• encryption（IKEポリシー）, （46ページ）コマンド：次の規格のいずれかに従って保護ス
イートの暗号化アルゴリズムを設定します。

• group（IKEポリシー） , （48ページ）コマンド：デフォルト値が 768ビット Diffie-Hellman
になるように指定します。

• hash（IKEポリシー）, （50ページ）コマンド：デフォルト値が SHA-1になるように指定
します。

• lifetime（IKEポリシー）, （58ページ）コマンド：デフォルト値が 86,400秒（1日）になる
ように指定します。

ポリシーに対してこれらのコマンドのいずれかを指定しない場合、そのパラメータのデフォルト

値が使用されます。

IPセキュリティ（IPSec）に参加する各ピアに複数の IKEポリシーを設定できます。 IKEネゴシ
エーションが開始されると、リモートピアに指定された最高プライオリティのポリシーから順

に、両方のピアに設定された共通のポリシーの検索が試行されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、ピアに 2つのポリシーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# hash md5
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# authentication rsa-sig
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# group 2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# lifetime 5000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# exit

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 20
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# authentication pre-share
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# lifetime 10000
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# exit

結果として次のようなポリシーが設定されます。

Protection suite priority 15
encryption algorithm: DES - Data Encryption Standard (56 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)
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hash algorithm: Secure Hash Standard
authentication method: Pre-Shared 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-Adleman Signature
Diffie-Hellman Group: #1 (768 bit)
lifetime: 86400 seconds, no volume limit

IKEポリシー15が最高のプライオリティで、デフォルトポリシーが最低のプライオリティです。

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEポリシー内の認証方式を指定します。authentication（IKEポリシー）, （7ページ）

ISAKMPポリシーの説明を指定します。description（IKEポリシー）, （38ページ）

IKEポリシー内の暗号化アルゴリズムを指定し
ます。

encryption（IKEポリシー）, （46ページ）

IKEポリシー内部での Diffie-Hellmanグループ
の識別番号を指定します。

group（IKEポリシー） , （48ページ）

IKEポリシー内のハッシュアルゴリズムを指定
します。

hash（IKEポリシー）, （50ページ）

IKE SAのライフタイムを指定します。lifetime（IKEポリシー）, （58ページ）

各 IKEポリシーのパラメータを表示します。show crypto isakmp policy, （94ページ）
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crypto isakmp policy-set
ISAKMP保護スイート用のポリシーセットを定義するには、グローバルコンフィギュレーション
モードで crypto isakmp policy-setコマンドを使用します。以前に設定されたポリシーセットを
キャンセルするには、このコマンドの no形式を使用します。

crypto isakmp policy-set policy-name

no crypto isakmp policy-set policy-name

___________________
構文の説明

ポリシーセットの名前。policy-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このコマンドを使用すると、ISAKMPポリシーセットコンフィギュレーションモードが開始さ
れます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、リモートアクセスのユーザが特定の ISAKMPポリシーにアクセスできないように制限する

ために、ローカルアドレスに基づいて ISAKMPポリシーセットを定義する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy-set mypolicy
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)#

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ISAKMPポリシーセットの説明です。description（ISAKMPポリシーセット）, （40
ページ）

SVIトンネルソースを作成します。この手順で
識別された IPにユーザが接続すると、定義済
みの暗号化アルゴリズムが動作するようになり

ます。

match identity（ISAKMPポリシーセット）, （
62ページ）

事前設定されたポリシーを使用するためのプラ

イオリティを指定します。

policy（ISAKMPポリシーセット）, （67ペー
ジ）
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crypto isakmp profile
ISAKMPプロファイルを定義し、IPSecユーザセッションを監査するには、グローバルコンフィ
ギュレーションモードで crypto isakmp profileコマンドを使用します。名前付き暗号化 ISAKMP
プロファイルを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

crypto isakmp profile {profile-name| local profile-name}

no crypto isakmp profile {profile-name| local profile-name}

___________________
構文の説明

ローカルが送信元または終端であるトラフィックに使用されるプロファイルを指

定します。

ローカルが送信元または宛先であるトラフィックを定義する場合は、

ISAKMPプロファイルに localキーワードが使用されます。このトラ
フィックはルートプロセッサ（RP）によって復号化または暗号化され
ます。

（注）

local

ユーザプロファイルの名前。ユーザプロファイルをRADIUSサーバに関連付け
るには、ユーザプロファイル名が識別されている必要があります。

profile-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ローカルが送信元または宛先であるトラフィックを定義する場合は、ISAKMPプロファイルに
localキーワードが使用されます。このトラフィックは、Cisco IPSec VPN SPAではなく、ルート
プロセッサ（RP）によって復号化または暗号化されます。
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ISAKMPプロファイルに定義された識別情報と突き合わせて（インターネットキー交換 [IKE]の
識別子 [ID]ペイロードに指定されたとおりに）識別情報が一致した場合に、ピアは ISAKMPプロ
ファイルにマッピングされます。 1つの ISAKMPプロファイルに一意にマッピングするには、2
つの ISAKMPプロファイルが同じ識別情報と一致しないようにする必要があります。ピアの識別
情報が 2つの ISAKMPプロファイルと一致する場合、その設定は無効です。プロファイルが完全
であるためには、ISAKMPプロファイルに少なくとも 1つの match identityコマンドが定義され
ていることも必要です。

ISAKMPプロファイルを設定する前に、プロファイルに使用されるキーリングを設定する必要が
あります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、ISAKMPプロファイルを定義し、ピアの識別情報を照合する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp profile local profile1vpnprofile
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof)# match identity address 10.1.1.0/24group vpngroup
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof-match)# set interface tunnelservice-ipsec 1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

インターネットキー交換（IKE）対話の許可に
使用される許可リストを指定します。

isakmp authorization list

ゲートウェイがDeadPeerDetection（DPD）メッ
セージをピアに送信できるようにします。

keepalive（ISAKMPプロファイル）, （52ペー
ジ）

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

インターフェイスインスタンスを事前定義しま

す。

set interface tunnel-ipsec, （75ページ）

IPSecプロファイルを事前定義します。set ipsec-profile, （77ページ）

ルータに定義されている ISAKMPプロファイル
をすべてリストします。

show crypto isakmp profile, （97ページ）

___________________
関連コマンド
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crypto keyring
IKE認証時の暗号キーリングを定義するには、グローバルコンフィギュレーションモードでcrypto
keyringコマンドを使用します。キーリングを削除するには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

crypto keyring keyring-name [vrf fvrf-name]

no crypto keyring keyring-name [vrf fvrf-name]

___________________
構文の説明

暗号キーリングの名前。キーリング名の最大長は 32文字です。keyring-name

（任意）キーリングの参照先となる前面扉仮想ルーティングおよび転送

（FVRF）名を指定します。 fvrf-name引数は、仮想ルーティングおよび転
送（VRF）設定時に定義された FVRF名と一致する必要があります。

vrf fvrf-name

___________________
コマンドデフォルト vrfキーワードが定義されない場合、キーリングの参照先はグローバル VRFになります。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

キーリングは、事前共有キーおよび RSA公開キーのリポジトリです。キーリングはグローバル
コンフィギュレーションモードで使用されます。このプロファイルに対応付けられるキーリング

にピアのキーが定義されている場合、ISAKMPプロファイルはピアの認証を正常に完了します。

キーリングコンフィギュレーションモードを開始するには、crypto keyringコマンドを使用しま
す。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、crypto keyringコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring vpnkey
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# pre-shared-key address 10.72.23.11 key vpnsecret

___________________
関連コマンド

説明コマンド

インターネットキー交換（IKE）プロトコルへ
の参加時にルータが使用する識別情報を指定し

ます。

crypto isakmp identity, （21ページ）

キーリングの説明を作成します。description（キーリング）, （44ページ）

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（キーリング）, （60ページ）

IKE認証の事前共有キーを定義します。pre-shared-key, （69ページ）

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, （71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マンドリファ
レンスリリース 4.2.x

36 OL-26051-02-J  

インターネットキー交換セキュリティプロトコルコマンド

crypto keyring



crypto logging
暗号化トンネルのアップまたはダウンメッセージの表示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で crypto loggingコマンドを使用します。このオプションをディセー
ブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

crypto logging tunnel-status

no crypto logging tunnel-status

___________________
構文の説明

トンネルステータスのロギングをイネーブルにします。tunnel-status

___________________
コマンドデフォルト デフォルトではディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、crypto loggingコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto logging tunnel-status
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description（IKE ポリシー）
インターネットキー交換（IKE）ポリシーの説明を作成するには、ISAKMPポリシーコンフィギュ
レーションモードでdescriptionコマンドを使用します。 IKEポリシーの説明を削除するには、こ
のコマンドの no形式を使用します。

description string

no description

___________________
構文の説明 IKEポリシーを説明する文字ストリング。string

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IKEポリシーの説明を作成するには、ISAKMPポリシーコンフィギュレーションサブモード内で
descriptionコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、IKEポリシーの説明を作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# description this is a sample IKE policy
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description（ISAKMP ポリシーセット）
ISAKMPポリシーセットの説明を作成するには、ISAKMPポリシーコンフィギュレーションモー
ドでdescriptionコマンドを使用します。 ISAKMPポリシーセットの説明を削除するには、このコ
マンドの no形式を使用します。

description string

no description

___________________
構文の説明 IKEポリシーセットを説明する文字ストリングです。string

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ISAKMPポリシーコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IKEポリシーセットの説明を作成するには、ISAKMPポリシーセットコンフィギュレーションサ
ブモード内で descriptionコマンドを使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、IKEポリシーの説明を作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy-set pol1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# description this is a sample IKE policy-set

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ISAKMP保護スイートのポリシーセットを定義
します。

crypto isakmp policy-set, （31ページ）

事前設定されたポリシーセットと一致する識別

情報に基づいて、SVIトンネルソースを作成し
ます。

match identity（ISAKMPポリシーセット）, （
62ページ）

事前設定されたポリシーのルーティングプライ

オリティを指定します。

policy（ISAKMPポリシーセット）, （67ペー
ジ）
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description（ISAKMP ピア）
インターネットキー交換（IKE）ピアの説明を追加するには、ISAKMPピアコンフィギュレーショ
ンモードで descriptionコマンドを使用します。説明を削除するには、このコマンドの no形式を
使用します。

description string

no description string

___________________
構文の説明 IKEピアに付与する説明。最大数は 80文字です。string

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ISAKMPピアコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ネットワークアドレス変換（NAT）デバイスの背後に「配置」された IKEピアは一意に識別する
ことができないため、同じピアの説明を共有する必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、IKEピアに「connection from site A」という説明を追加する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp peer address 10.2.2.9
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp-peer)# description connection from site A

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ISAKMPグループおよびユーザの暗号化セッ
ション IPSecおよび IKE SAを削除します。

clear crypto session, （16ページ）

インターネットキー交換（IKE）用に IPセキュ
リティ（IPSec）ピアをイネーブルにします。

crypto isakmp peer, （26ページ）

ピアの構造を表示します。show crypto isakmp peers, （92ページ）

アクティブな暗号セッションのステータス情報

を表示します。

show crypto session, （109ページ）

ISAKMPグループおよびユーザの暗号化セッ
ション IPSecおよび IKE SAを削除します。

auto-update client
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description（キーリング）
キーリングの 1行説明を作成するには、キーリングコンフィギュレーションモードで description
コマンドを使用します。キーリングの説明を削除するには、このコマンドの no形式を使用しま
す。

description string

no description

___________________
構文の説明

キーリングを説明する文字ストリング。string

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの説明は空白です。

___________________
コマンドモード キーリングコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、キーリングの説明を作成する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring vpnkey
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# description this is a sample keyring
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKE認証時の暗号キーリングを定義します。crypto keyring, （35ページ）
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encryption（IKE ポリシー）
インターネットキー交換（IKE）ポリシー内の暗号化アルゴリズムを指定するには、ISAKMPポリ
シーコンフィギュレーションモードで encryptionコマンドを使用します。暗号化アルゴリズム
をデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

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

no encryption

___________________
構文の説明

暗号化アルゴリズムとして56ビットDES-CBCを指定します。このオプショ
ンがデフォルト値です。

des

暗号化アルゴリズムとして 168ビット Digital Encryption Standard（DES;デジ
タル暗号化規格）を指定します。

3des

暗号化アルゴリズムとして 128ビット Advanced Encryption Standard（AES）
を指定します。

aes

暗号化アルゴリズムとして 192ビット AESを指定します。aes 192

暗号化アルゴリズムとして 256ビット AESを指定します。aes 256

___________________
コマンドデフォルト 56ビット DES-CBC暗号化アルゴリズム（des）です。

___________________
コマンドモード ISAKMPポリシーコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IKEポリシーは、IKEネゴシエーション時に使用される一連のパラメータを定義したものです。
IKEポリシーの暗号化アルゴリズムを指定するには、encryptionコマンドを使用します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、3DES暗号化アルゴリズムを指定した（他のパラメータはすべてデフォルトに設定された）

IKEポリシーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# encryption 3des

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEポリシー内の認証方式を指定します。authentication（IKEポリシー）, （7ページ）

IKEポリシーを定義します。crypto isakmp policy, （28ページ）

IKEポリシー内部での Diffie-Hellmanグループ
の識別番号を指定します。

group（IKEポリシー） , （48ページ）

IKEポリシー内のハッシュアルゴリズムを指定
します。

hash（IKEポリシー）, （50ページ）

IKE SAのライフタイムを指定します。lifetime（IKEポリシー）, （58ページ）

各 IKEポリシーのパラメータを表示します。show crypto isakmp policy, （94ページ）
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group（IKE ポリシー）
インターネットキー交換（IKE）ポリシー内の Diffie-Hellman IDを指定するには、ISAKMPポリ
シーコンフィギュレーションモードで groupコマンドを使用します。Diffie-Hellmanグループ ID
をデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

group {1| 2| 5}

no group

___________________
構文の説明 768ビット Diffie-Hellmanグループを指定します。このオプションがデフォルト

です。

1

1024ビット Diffie-Hellmanグループを指定します。2

1536ビット Diffie-Hellmanグループを指定します。5

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは 768ビット Diffie-Hellman（グループ 1）です

___________________
コマンドモード ISAKMPポリシーコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IKEポリシーは、IKEネゴシエーション時に使用される一連のパラメータを定義したものです。
IKEポリシーの Diffie-Hellmanグループを指定するには、group（IKEポリシー）コマンドを使用
します。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、1024ビット Diffie-Hellmanグループを指定した（他のパラメータはすべてデフォルトに設

定された）IKEポリシーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# group 2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEポリシー内の認証方式を指定します。authentication（IKEポリシー）, （7ページ）

IKEポリシーを定義します。crypto isakmp policy, （28ページ）

IKEポリシー内の暗号化アルゴリズムを指定し
ます。

encryption（IKEポリシー）, （46ページ）

IKEポリシー内のハッシュアルゴリズムを指定
します。

hash（IKEポリシー）, （50ページ）

IKE SAのライフタイムを指定します。lifetime（IKEポリシー）, （58ページ）

各 IKEポリシーのパラメータを表示します。show crypto isakmp policy, （94ページ）
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hash（IKE ポリシー）
インターネットキー交換（IKE）ポリシー内のハッシュアルゴリズムを指定するには、ISAKMP
ポリシーコンフィギュレーションモードで hashコマンドを使用します。ハッシュアルゴリズム
をデフォルトの SHA-1ハッシュアルゴリズムにリセットするには、このコマンドの no形式を使
用します。

hash {sha| md5}

no hash

___________________
構文の説明

ハッシュアルゴリズムとして SHA-1（Hashed Message Authentication Code
[HMAC]）を指定します。このオプションがデフォルトです。

sha

ハッシュアルゴリズムとしてMessageDigest 5（MD5）（HMACバリアント）を
指定します。

md5

___________________
コマンドデフォルト SHA-1ハッシュアルゴリズム

___________________
コマンドモード ISAKMPポリシーコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IKEポリシーのハッシュアルゴリズムを指定するには、hashコマンドを使用します。 IKEポリ
シーは、IKEネゴシエーション時に使用される一連のパラメータを定義したものです。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、MD5ハッシュアルゴリズムを指定した（他のパラメータはすべてデフォルトに設定され

た）IKEポリシーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# hash md5

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEポリシー内の認証方式を指定します。authentication（IKEポリシー）, （7ページ）

IKEポリシーを定義します。crypto isakmp policy, （28ページ）

IKEポリシー内の暗号化アルゴリズムを指定し
ます。

encryption（IKEポリシー）, （46ページ）

IKEポリシー内部での Diffie-Hellmanグループ
の識別番号を指定します。

group（IKEポリシー） , （48ページ）

IKE SAのライフタイムを指定します。lifetime（IKEポリシー）, （58ページ）

各 IKEポリシーのパラメータを表示します。show crypto isakmp policy, （94ページ）
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keepalive（ISAKMP プロファイル）
ゲートウェイが Dead Peer Detection（DPD）メッセージをピアに送信できるようにするには、
ISAKMPプロファイルコンフィギュレーションモードで keepaliveコマンドを使用します。デ
フォルトに戻るには、no形式のコマンドを使用します。

keepalive disable

no keepalive

___________________
構文の説明

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。disable

___________________
コマンドデフォルト キープアライブはイネーブルです。

___________________
コマンドモード ISAKMPプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、keepaliveコマンドを使用する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp profile vpnprofile
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof)# keepalive disable
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

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, （33ページ）
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keyring
ISAKMPプロファイルとともにキーリングを設定するには、ISAKMPプロファイルコンフィギュ
レーションモードで keyringコマンドを使用します。 ISAKMPプロファイルからキーリングを削
除するには、このコマンドの no形式を使用します。

keyring kr-name1 [kr-name2 [kr-name3 [kr-name4 [kr-name5 [ kr-name6 ]]]]]

no keyring kr-name1 [kr-name2 [kr-name3 [kr-name4 [kr-name5 [ kr-name6 ]]]]]

___________________
構文の説明

キーリング 1の名前です。これはグローバルコンフィギュレーションで定
義されたキーリング名と一致する必要があります。

kr-name1

キーリング 2の名前です。これはグローバルコンフィギュレーションで定
義されたキーリング名と一致する必要があります。

kr-name2

キーリング 3の名前です。これはグローバルコンフィギュレーションで定
義されたキーリング名と一致する必要があります。

kr-name3

キーリング 4の名前です。これはグローバルコンフィギュレーションで定
義されたキーリング名と一致する必要があります。

kr-name4

キーリング 5の名前です。これはグローバルコンフィギュレーションで定
義されたキーリング名と一致する必要があります。

kr-name5

キーリング 6の名前です。これはグローバルコンフィギュレーションで定
義されたキーリング名と一致する必要があります。

kr-name6

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ISAKMPプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

このプロファイルに対応付けられるキーリングにピアのキーが定義されている場合、ISAKMPプ
ロファイルはピアの認証を正常に完了します。少なくとも 1つのキーリングを定義する必要があ
ります。

ISAKMPプロファイルでは 1つまたは複数のキーリングを定義できます。たとえば、IKEピアエ
ンドポイントがパブリックアドレス空間にほとんどないのに対して、他のものは IKEローカルエ
ンドポイントとして前面扉仮想ルーティングおよび転送（FVRF）スペースにある場合は、複数の
キーリングを使用できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、vpnkeyringをキーリング名に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp profile vpnprofile
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof)# keyring vpnkeyring

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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, （33ページ）

IKE認証時の暗号キーリングを定義します。crypto keyring, （35ページ）

ルータに定義されている ISAKMPプロファイル
をすべてリストします。

show crypto isakmp profile, （97ページ）
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key-string（IKE）
リモートピアの Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）公開キーを手動で指定するには、公開キーコ
ンフィギュレーションモードで key-stringコマンドを使用します。

key-string key-string

___________________
構文の説明

リモートピアの公開キー。キーは 16進数表記で入力します。key-string

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード 公開キーコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IPセキュリティ（IPSec）ピアのRSA公開キーを手動で指定するには、key-stringコマンドを使用
します。このコマンドを使用する前に、リモートピアを識別する必要があります。

間違いを防ぐために、（データをタイプ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。

RSAキーの指定が終了したら、公開キーコンフィギュレーションモードプロンプトで 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る必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、IPSecピアの RSA公開キーを手動で指定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring vpnkeyring
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# rsa-pubkey address 10.5.5.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pubkey)# key-string 005C300D 06092A86 4886F70D 01010105
00034B00 30480241 00C5E23B 55D6AB22
04AEF1BA A54028A6 9ACC01C5 129D99E4
64CAB820 847EDAD9 DF0B4E4C 73A05DD2
BD62A8A9 FA603DD2 E2A8A6F8 98F76E28
D58AD221 B583D7A4 71020301 0001
quit

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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, （71ページ）

ルータに保存されているピアの RSA公開キー
を表示します。

show crypto key pubkey-chain rsa, （106ページ）
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lifetime（IKE ポリシー）
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）のライフタイムを指定す
るには、ISAKMPポリシーコンフィギュレーションモードで lifetimeコマンドを使用します。SA
のライフタイムをデフォルト値にリセットするには、このコマンドの no形式を使用します。

lifetime seconds

no lifetime

___________________
構文の説明

期限切れになるまでに各 SAが存在する時間（秒単位）。 60～ 86400秒の
整数を使用します。

seconds

___________________
コマンドデフォルト 86400秒（1日）

___________________
コマンドモード ISAKMPポリシーコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

期限切れになるまでに IKE SAが存在する時間を指定するには、lifetimeコマンドを使用します。

IKEはネゴシエーションの開始時に、最初に自身のセッション用のセキュリティパラメータに同
意します。その後、同意済みのパラメータが各ピアで SAによって参照されます。 SAは、SAの
ライフタイムが期限切れになるまで各ピアによって保持されます。 SAが期限切れになるまで、
SAは次の IKEネゴシエーションで再利用することができるので、新しい IPセキュリティ（IPSec）
SAが設定される際の時間を節約できます。

IPSecの設定時間を節約するには、IKE SAのライフタイムを長めに設定します。ただし、ライフ
タイムが短いほど、このSAの攻撃者への露出は制限されます。SAが長く使用されるほど、攻撃
者はより多くの暗号化トラフィックを収集できるようになり、それが攻撃に使用される可能性が

高くなります。
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ローカルピアがリモートピアとの IKEネゴシエーションを開始する際に、ライフタイムが等
しくない場合は、ライフタイムが短いほうの IKEポリシーが選択されます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、SAライフタイムを600秒に指定した（他のパラメータはすべてデフォルトに設定された）

IKEポリシーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy 15
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp)# lifetime 600

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEポリシー内の認証方式を指定します。authentication（IKEポリシー）, （7ページ）

IKEポリシーを定義します。crypto isakmp policy, （28ページ）

IKEポリシー内の暗号化アルゴリズムを指定し
ます。

encryption（IKEポリシー）, （46ページ）

IKEポリシー内部での Diffie-Hellmanグループ
の識別番号を指定します。

group（IKEポリシー） , （48ページ）

IKEポリシー内のハッシュアルゴリズムを指定
します。

hash（IKEポリシー）, （50ページ）

各 IKEポリシーのパラメータを表示します。show crypto isakmp policy, （94ページ）
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local-address（キーリング）
ISAKMPキーリングコンフィギュレーションの範囲をローカルターミネーションアドレスに限
定するには、キーリングコンフィギュレーションモードで local-addressコマンドを使用します。
この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

local-address ip-address

no local-address ip-address

___________________
構文の説明

バインド先の IPアドレスです。ip-address

___________________
コマンドデフォルト local-addressコマンドが設定されない場合、ISAKMPキーリングはすべてのローカルアドレスで

使用可能になります。

___________________
コマンドモード キーリングコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、ISAKMPキーリングの範囲を IPアドレス 130.40.1.1だけに制限する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring vpnkeyring
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# local-address 130.40.1.1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# pre-shared-key address 0.0.0.0 0.0.0.0 key mykey

___________________
関連コマンド

説明コマンド

インターネットキー交換（IKE）プロトコルへ
の参加時にルータが使用する識別情報を指定し

ます。

crypto isakmp identity, （21ページ）

IKE認証時の暗号キーリングを定義します。crypto keyring, （35ページ）
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match identity（ISAKMP ポリシーセット）
SVIトンネルソースを作成するには、ISAKMPポリシーセットコンフィギュレーションモードで
match identityコマンドを使用します。識別情報を削除するには、このコマンドの no形式を使用
します。

match identity local-address IP address

no match identity local-address IP address

___________________
構文の説明

これにより、リモートピア用の SVIトンネルソースが作成されま
す。

local-address

SVIトンネルソースの IPプレフィックスです。IP address

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ISAKMPポリシーセットコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ISAKMPプロファイルコンフィギュレーションには、少なくとも 1つの match identityコマンド
が必要です。 ISAKMPプロファイルに定義された識別情報と突き合わせて（IKE交換の IDペイ
ロードに指定されたとおりに）識別情報が一致した場合に、ピアは ISAKMPプロファイルにマッ
ピングされます。 1つの ISAKMPプロファイルに一意にマッピングするには、2つの ISAKMPプ
ロファイルが同じ識別情報と一致しないようにする必要があります。ピアの識別情報が 2つの
ISAKMPプロファイルと一致する場合、その設定は無効です。

このコマンドで識別される IPアドレスには、特定の暗号化アルゴリズムが事前設定されている必
要があり、それが 1つだけ動作していることが必要です。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、match identity（ISAKMPポリシーセット）コマンドを設定する例を示します。

/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy-set ps2
/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# policy 60 61
/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# match identity local-address 12.13.51.1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ISAKMP保護スイートのポリシーセットを定義
します。

crypto isakmp policy-set, （31ページ）

事前設定されたポリシーのルーティングプライ

オリティを指定します。

policy（ISAKMPポリシーセット）, （67ペー
ジ）

ISAKMPポリシーセットの説明を作成します。description（ISAKMPポリシーセット）, （40
ページ）
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match identity（ISAKMP プロファイル）
ISAKMPプロファイルでピアの識別情報を照合するには、ISAKMPプロファイルコンフィギュ
レーションモードで match identityコマンドを使用します。識別情報を削除するには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

match identity {group group-name| address address [ mask ] vrf [ fvrf ]| host hostname| host domain
domain-name| user username| user domain domain-name}

no match identity {group group-name| address address [ mask ] vrf [ fvrf ]| host hostname| host domain
domain-name| user username| user domain domain-name}

___________________
構文の説明

識別子（ID）タイプ ID_KEY_IDと一致する Unityグループを指定しま
す。 RSAシグニチャを使用する場合、group-name引数は Distinguished
Name（DN;認定者名）のOrganizationalUnit（OU;組織ユニット）フィー
ルドと一致します。

group group-name

address引数を IDタイプ ID_IPV4_ADDRと照合します。address address

mask引数はアドレスの範囲を指定するのに使用されます。mask

ピアの前面扉 VPNルーティングおよび転送（FVRF）を指定します。vrf

fvrf引数は、前面扉 VPNルーティングおよび転送（FVRF）バーチャル
プライベートネットワーク（VPN）領域のアドレスと一致します。

fvrf

Fully Qualified Domain Name（FQDN;完全修飾ドメイン名）がドメイン
名で終わるタイプ ID_FQDNと一致する識別情報を指定します。

host hostname

タイプ ID_FQDNと一致する識別情報を指定します。ドメイン名は
domain-name引数と同じです。

host domain
domain-name

FQDNと一致する識別情報を指定します。user username

タイプ ID_USER_FQDNと一致する識別情報を指定します。userdomain
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。

user domain
domain-name

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード ISAKMPプロファイルコンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ISAKMPプロファイルコンフィギュレーションには、少なくとも 1つの match identityコマンド
が必要です。 ISAKMPプロファイルに定義された識別情報と突き合わせて（IKE交換の IDペイ
ロードに指定されたとおりに）識別情報が一致した場合に、ピアは ISAKMPプロファイルにマッ
ピングされます。 1つの ISAKMPプロファイルに一意にマッピングするには、2つの ISAKMPプ
ロファイルが同じ識別情報と一致しないようにする必要があります。ピアの識別情報が 2つの
ISAKMPプロファイルと一致する場合、その設定は無効です。

tunnel-ipsecインターフェイスを設定するには、ローカル ISAKMPプロファイルを設定する必
要があります。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、match identityコマンド用の vpngroupとしてグループを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp profile local_tunnel_ipsec
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof)# match identity address 10.1.1.6/32 vrf default
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof-match)# set interface tunnel-ipsec3001

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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, （33ページ）
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説明コマンド

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

インターフェイスインスタンスを事前定義しま

す。

set interface tunnel-ipsec, （75ページ）

IPSecプロファイルインスタンスを事前定義し
ます。

set ipsec-profile, （77ページ）
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policy（ISAKMP ポリシーセット）
事前設定されたポリシーのルーティングプライオリティを指定するには、ISAKMPポリシーセッ
トサブモード内でpolicyコマンドを使用します。プライオリティをキャンセルするには、このコ
マンドの no形式を使用します。

policy policy number

no policy

___________________
構文の説明 1～ 10000で、範囲の最低値が最も高いプライオリティを表しま

す。

policy number

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ISAKMPポリシーセットコンフィギュレーションモード

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、ルーティングポリシーのプライオリティを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
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RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp policy-set p1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isakmp-pol-set)# policy pol2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ISAKMPポリシーセットを定義します。description（ISAKMPポリシーセット）, （40
ページ）

ISAKMP保護スイートのポリシーセットを定義
します。

crypto isakmp policy-set, （31ページ）

SVIトンネルソースを作成します。match identity（ISAKMPポリシーセット）, （
62ページ）
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pre-shared-key
IKE認証用の事前共有キーを定義するには、キーリングコンフィギュレーションモードで
pre-shared-keyコマンドを使用します。ディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用
します。

pre-shared-key {address address [ mask ]| hostname hostname} key key

no pre-shared-key {address address [ mask ]| hostname hostname} key key

___________________
構文の説明

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。

address address

（任意）mask引数はアドレスの範囲と一致します。デフォルト値
は 255.255.255.255です。

mask

ピアの完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。hostname hostname

事前共有キーを指定します。key key

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード キーリングコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、IPアドレスとホスト名を使用して事前共有キーを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring vpnkeyring
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# pre-shared-key address 10.72.23.11 key vpnkey
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# pre-shared-key hostname www.vpn.com key vpnkey

___________________
関連コマンド

説明コマンド

インターネットキー交換（IKE）プロトコルへ
の参加時にルータが使用する識別情報を指定し

ます。

crypto isakmp identity, （21ページ）

IKE認証時の暗号キーリングを定義します。crypto keyring, （35ページ）
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rsa-pubkey
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
を定義するには、キーリングコンフィギュレーションモードで rsa-pubkeyコマンドを使用しま
す。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

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

no rsa-pubkey {address address| name fqdn} [encryption| signature]

___________________
構文の説明

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。

address address

ピアの完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。name fqdn

（任意）手動キーが暗号化に使用されるように指定します。encryption

（任意）手動キーがシグニチャに使用されるように指定します。

signatureキーワードがデフォルトです。
signature

___________________
コマンドデフォルト キーはシグニチャに使用されます。

___________________
コマンドモード キーリングコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

公開キーコンフィギュレーションモードを開始するには、rsa-pubkeyコマンドを使用します。
他の IP Security（IPSec）ピアのRSA公開キーを手動で指定する必要がある場合は、このコマンド
を使用します。ピアルータで IKEポリシーの認証方式として RSA暗号化ナンスを設定するとき
は、他のピアのキーを指定する必要があります。
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RSAキーの指定が終了したら、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る
必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、IPSecピアの RSA手動キーが指定されている例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto keyring vpnkeyring
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-keyring)# rsa-pubkey name host.vpn.com
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-pubkey)# key-string 005C300D 06092A86 4886F70D 01010105
005C300D 06092A86 4886F70D 01010105
00034B00 30480241 00C5E23B 55D6AB22
04AEF1BA A54028A6 9ACC01C5 129D99E4
64CAB820 847EDAD9 DF0B4E4C 73A05DD2
BD62A8A9 FA603DD2 E2A8A6F8 98F76E28
D58AD221 B583D7A4 71020301 0001
quit

___________________
関連コマンド

説明コマンド

手動で設定するリモートピアの Rivest, Shamir,
and Adelman（RSA）公開キーの IPアドレスを
指定します。

address, （5ページ）

IKE認証時の暗号キーリングを定義します。crypto keyring, （35ページ）

リモートピアの Rivest, Shamir, and Adelman
（RSA）公開キーを手動で指定します。

key-string（IKE）, （56ページ）
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self-identity
ローカル IKEがリモートピアに自身を識別させるために使用する識別情報を定義するには、
ISAKMPプロファイルコンフィギュレーションモードで self-identityコマンドを使用します。 IKE
用に定義された ISAKMP識別情報を削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

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

no self-identity {address| fqdn| user-fqdn user-fqdn}

___________________
構文の説明

ローカルエンドポイントの IPアドレスを指定します。address

ホストの完全修飾ドメイン名（FQDN）を指定します。fqdn

リモートエンドポイントに送信されるユーザFQDNを指定します。user-fqdn user-fqdn

___________________
コマンドデフォルト ISAKMP識別情報が ISAKMPプロファイルコンフィギュレーションに定義されていない場合、グ

ローバルコンフィギュレーションがデフォルトになります。

___________________
コマンドモード ISAKMPプロファイルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

self-identityコマンドが定義されていない場合、IKEはグローバルに設定された値を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto
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___________________
例 次に、IKE識別情報がユーザ FQDN「user@vpn.com」である例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp profile vpnprofile
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof)# self-identity user-fqdn user@vpn.com

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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, （33ページ）
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set interface tunnel-ipsec
ローカルが送信元または終端であるトラフィック用のトンネルモード IPSecサービスアソシエー
ション（SA）について IKEがネゴシエートする際に、仮想インターフェイスインスタンスを事前
定義するには、ISAKMPプロファイル照合コンフィギュレーションモードで set interfacetunnel-ipsec
コマンドを使用します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

set interface tunnel-ipsec intf-index

no set interface tunnel-ipsec intf-index

___________________
構文の説明

仮想インターフェイスインデックスを指定します。範囲は 0～
4294967295です。

intf-index

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード ISAKMPプロファイル照合コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

インターフェイスは set interfaceコマンドを使用して事前定義する必要があります。そうしない
と、IKE SAを確立できません。

ローカルエンドポイントが IKEの応答側である場合、定義済みのインターフェイスは、ピアの識
別情報に応じて検索されます。ローカルエンドポイントが IKEの発信側である場合、定義済みの
インターフェイスは、使用する適切な ISAKMPプロファイルを検索するために使用されます。し
たがって、複数の ISAKMPプロファイルには仮想インターフェイスを事前定義できません。
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set interface tunnel-ipsecコマンドは、ローカル ISAKMPプロファイルだけに使用されます。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、インターフェイスインスタンスを事前定義する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:routerr(config)# crypto isakmp profile local vpnprofile
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof)# match identity group vpngroup
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof-match)# set interface tunnel-ipsec 50

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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, （33ページ）

ISAKMPプロファイルのピアの IDを照合しま
す。

match identity（ISAKMPポリシーセット）, （
62ページ）

IPSecプロファイルインスタンスを事前定義し
ます。

set ipsec-profile, （77ページ）
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set ipsec-profile
ローカルが送信元または終端であるトラフィック用のトランスポートモード IPSecサービスアソ
シエーション（SA）について IKEがネゴシエートする際に、プロファイルインスタンスを事前定
義するには、プロファイル照合コンフィギュレーションモードで set ipsec-profileコマンドを使用
します。この機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

set ipsec-profile profile-name

no set ipsec-profile profile-name

___________________
構文の説明 IPsecプロファイルの名前です。profile-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード ISAKMPプロファイル照合コンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IPSecプロファイルは、トランスポートモード IPSec SAのネゴシエーション時に set ipsec-profile
または set interface tunnel-ipsecコマンドを使用して事前定義する必要があります。そうしない
と、IKE SAを確立できません。

ローカルエンドポイントが IKEの応答側である場合、定義済みのインターフェイスは、ピアの識
別情報に応じて検索されます。ローカルエンドポイントが IKEの発信側である場合、定義済みの
インターフェイスは、使用する適切な ISAKMPプロファイルを検索するために使用されます。し
たがって、複数の ISAKMPプロファイルには仮想インターフェイスを事前定義できません。
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識別情報のプロファイルは、選択された仮想インターフェイスに基づいて決定されます。ロー

カル ISAKMPプロファイルだけがサポートされるため、この場合は tunnel-ipsecだけです。
（注）

ローカルエンドポイントが IKEの発信側である場合、定義されたプロファイルまたはインター
フェイスは、正しい ISAKMPプロファイルを選択するために使用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

read, writecrypto

___________________
例 次に、IPSecプロファイルインスタンスを事前定義する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# crypto isakmp profile local vpnprofile
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof)# match identity group vpngroup
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-isa-prof-match)# set ipsec-profile myprofile

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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, （33ページ）

ISAKMPプロファイルのピアの IDを照合しま
す。

match identity（ISAKMPポリシーセット）, （
62ページ）

ローカルを送信元または終端とするトラフィッ

クのトンネルモード 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。

set interface tunnel-ipsec, （75ページ）
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show crypto isakmp call admission statistics
IKEプロトコルのコールアドミッション制御（CAC）統計情報をモニタするには、EXECモード
で show crypto isakmp call admission statisticsコマンドを使用します。

show crypto isakmp call admission statistics

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto

___________________
例 次に、show crypto isakmp call admission statisticsコマンドの設定を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp call admission statistics

---------------------------------------------------------------------
Crypto Call Admission Control Statistics

---------------------------------------------------------------------
IKE Active SA Limit: 1, IKE In-Negotiation SA limit: 2
Total CPU usage limit: 100, IKE CPU usage limit: 100
Total IKE SA Count: 0, active: 0, negotiating: 0
Incoming IKE Calls: 24 , accepted 24 , rejected 0
Outgoing IKE Calls: 16 , accepted 6 , rejected 10
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Total Calls: 40
Rejected IKE Calls: 10, resources low 0, limit exceeded 10

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 1：show crypto isakmp call admission statistics フィールドの説明

説明フィールド

デフォルト値の 0には、制限がありません。IKE Active SA Limit

デフォルト値は 1000です。In-Negotiation SA limit

IKE SAの数。Total IKE SA Count

アクティブな SAの数。active

ネゴシエートされる SA要求の数。negotiating

着信 IKE SA要求の数。着信 IKEコールの数
は、受け入れられた要求と拒否された要求の合

計と同じです。

Incoming IKE Calls

受け入れられた着信または発信 IKE SA要求の
数。

accepted

拒否された着信または発信 IKE SA要求の数。rejected

発信 IKE SA要求の数。発信 IKEコールの数
は、受け入れられた要求と拒否された要求の合

計と同じです。

Outgoing IKE Calls

合計コール数は、着信 IKEコール数と発信 IKE
コール数の合計と同じです。

Total Calls

拒否された IKE要求の数。拒否された IKEコー
ル数は、リソース低下と制限超過の合計数と同

じです。

Rejected IKE Calls

システムリソースの低下、または事前設定され

たシステムリソース制限の超過を理由に拒否さ

れた IKE要求の数。

resources low

SA制限に達したために拒否された IKESA要求
の数。

limit exceeded
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___________________
関連コマンド

説明コマンド

ISAKMPコールアドミッション統計情報をクリ
アします。

clear crypto isakmp call admission statistics, （12
ページ）
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show crypto isakmp errors
トンネルの確立時に発生した Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）
エラーを表示するには、EXECモードで show crypto isakmp errorsコマンドを使用します。

show crypto isakmp errors

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto

___________________
例 次に、show crypto isakmp errorsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp errors

Control Plane Errors
---------------------
ERR NO MEMORY.....................................0
INVALID CERT......................................0
CRYPTO FAILURE....................................0
SA NOT AUTH.......................................0
AUTHENTICATION FAILED.............................0
GROUP AUTHOR FAILED...............................0
USER AUTHEN REJECTED..............................0
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LOCAL ADDRESS FAILURE.............................0
FAILED TO CREATE SKEYID...........................0
RSA PUBLIC KEY NOT FOUND..........................0
RETRANSMITION LIMIT...............................0
MALFORMED MESSAGE.................................0
QUICK MODE TIMER EXPIRED..........................0
KEY NOT FOUND IN PROFILE..........................0
PROFILE NOT FOUND.................................0
PRESHARED KEY NOT FOUND...........................0
PHASE2 PROPOSAL NOT CHOSEN........................0
POLICY MISMATCH...................................0
NO POLICY FOUND...................................0
PACKET PROCESS FAILURE............................0

Warnings
---------
CERT DOESNT MATCH ID..............................0
CERT ISNT TRUSTED ROOT............................0
PACKET NOT ENCRYPTED..............................0
UNRELIABLE INFO MSG...............................0
NO SA.............................................0
BAD DOI SA........................................0
UNKNOWN EXCHANGE TYPE.............................0
OUTGOING PKT TOO BIG..............................0
INCOMING PKT TOO BIG..............................0

Informational
--------------
CAC DROPS.........................................0
DEFAULT POLICY ACCEPTED...........................0

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 2：show crypto isakmp errors フィールドの説明

説明フィールド

メモリ割り当ての失敗が発生し、そのプロセス

を自動的に回復できませんでした。

正しく動作させるためには、プロセスを再開す

る必要があります。メモリが何度も枯渇する場

合は、より大きなメモリ構成にアップグレード

できます。

ERR NO MEMORY

リモートピアから付与された証明書が失効また

は期限切れになったか（証明書が無効）、証明

書のシグニチャチェックに失敗しました（不良

なシグニチャ）。

リモートピアのCAに連絡し、考えられる不良
な CA証明書を報告することを推奨します。

INVALID CERT

IKEは、暗号化または復号化サービスから返さ
れた失敗を検出しました。

リモートピアの管理者に連絡することを推奨し

ます。

CRYPTO FAILURE
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説明フィールド

リモートピアとの IKEセキュリティアソシエー
ションが認証されませんでしたが、ピアはク

イックモード交換の開始を試みました。交換

は、認証されたセキュリティアソシエーション

でだけ実行する必要があります。

ピアの管理者に連絡することを推奨します。

SA NOT AUTH

IKEプロセスはリモートピアとのセキュリティ
アソシエーションを認証できませんでした。

ピアの管理者に連絡することを推奨します。

AUTHENTICATION FAILED

グループの許可が失敗しました。

AAAの接続を確認することを推奨します。

GROUP AUTHOR FAILED

ピアとのフェーズ 1.5（Xauth）の処理が失敗し
ました。

配信されたパスワードがクライアントのものと

一致していることを確認する必要があります。

それでも解決しない場合は、受け取った正確な

ログメッセージを用意して Cisco Technical
Supportにお問い合わせください。

USER AUTHEN REJECTED

クライアントへの IPアドレスの割り当てに失
敗しました。

IPローカルプールが定義され、少なくとも 1
つのフリーアドレスが含まれていることを確認

する必要があります。さらに、show crypto
isakmp profileコマンドから特定のプールが適
切な ISAKMPプロファイルに割り当てられてい
ることを確認します。それでも解決しない場合

は、受け取った正確なログメッセージを用意し

て Cisco Technical Supportにお問い合わせくだ
さい。

LOCAL ADDRESS FAILURE

SKEYIDの生成に失敗しました。

Cisco Technical Supportに連絡することを推奨し
ます。

FAILED TO CREATE SKEYID

RSAキーの照会に失敗しました。

証明書の件名を確認できます。

RSA PUBLIC KEY NOT FOUND
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説明フィールド

再送の制限を超えました。

管理者に連絡することを推奨します。

RETRANSMITION LIMIT

受信したすべての ISAKMPメッセージには、す
べてのコンポーネントのペイロードタイプが有

効であり、個々の長さの合計が受信メッセージ

の合計長と等しいことを確認するために、簡単

な健全性チェックが実行されます。このメッ

セージは健全性チェックに失敗しました。

連続した不良メッセージは Denial of Service
（DoS;サービス拒絶）攻撃を示す可能性があり
ます。

ピアの管理者に連絡することを推奨します。

MALFORMED MESSAGE

必ずしもクイックモードを開始してフェーズ 2
を開始するまで待機できるとは限りません。

ほとんどの場合、フェーズ 2の開始に失敗する
理由はプロセスがフェーズ Iを完了できなかっ
たからです。その場合は、このメッセージの直

前に表示される別のメッセージがログに記録さ

れている必要があります。

QUICK MODE TIMER EXPIRED

メインモードでは、IDペイロードはMM5と
MM6でだけ交換されます。キーリング情報は
ネゴシエーションのより早い段階で必要となる

ので、ピアのアドレスに基づいて検索されま

す。選択されたキーリングがそのピア用に

ISAKMPプロファイルに定義されたキーリング
と一致しない場合に、このエラーが表示されま

す。

キーが存在するキーリングが ISAKMPプロファ
イルに対応付けられていることを確認する必要

があります。

KEY NOT FOUND IN PROFILE
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説明フィールド

次の説明が表示されます。

•ピアの識別情報と一致する ISAKMPプロ
ファイルが見つかりません。これは

RESPONDERモードにだけ該当します。

•インターフェイス名と一致する ISAKMP
プロファイルが見つかりません。これは

INITIATORモードにだけ該当します。

•ピアの識別情報がインターフェイスに関連
付けられた ISAKMPプロファイルと一致
しません。これは INITIATORモードにだ
け該当します。

次の推奨事項が表示されます。

•ピアの IDと一致する ISAKMPプロファイ
ルが存在することを確認する必要がありま

す。

• ISAKMPプロファイルが適切なインター
フェイスに対応付けられていることを確認

する必要があります。

•インターフェイスに対応付けられている
ISAKMPプロファイルが、ピアの識別情報
と一致することを確認する必要がありま

す。

PROFILE NOT FOUND

事前共有キーの検出に失敗しました。

管理者に連絡することを推奨します。

PRESHARED KEY NOT FOUND

ピアとのフェーズ 2パラメータのネゴシエー
ションが失敗しました。

ピアの管理者に連絡することを推奨します。

PHASE2 PROPOSAL NOT CHOSEN

ピアとのフェーズ1ポリシーパラメータのネゴ
シエーションが失敗しました。

ピアの管理者に連絡することを推奨します。

POLICY MISMATCH
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説明フィールド

次のどの方法でもピアのキーを取得できません

でした。

•事前共有キー

• RSAキー

•証明書

管理者に連絡することを推奨します。

NO POLICY FOUND

このエラーメッセージは重大なエラー状態を示

します。これは内部エラーに起因する可能性が

あります。

Cisco Technical Supportに連絡することを推奨し
ます。

PACKET PROCESS FAILURE

識別情報が証明書から収集できる情報と一致し

ないことが示されました。

セッションが開始されない場合は、リモートピ

アまたは管理者に連絡することができます。

CERT DOESNT MATCH ID

IKEフェーズ Iシグニチャの検証時に、発信側
はCA証明書のリストを送信します。この警告
は、リストにある CAがいずれも信頼できる
ルートではない場合に、応答側によって出力さ

れます。

複数の cert-reqペイロードが存在する
可能性があるので、これは必ずしも

エラーとは限りません。

（注）

セッションが開始されない場合は、リモートピ

アまたは管理者に連絡することができます。

CERT ISNT TRUSTED ROOT

受信パケットはピアによって暗号化されている

必要がありますが、暗号化されませんでした。

リモートピアの管理者に連絡することを推奨し

ます。

PACKET NOT ENCRYPTED

ピアが認証される前に INFOメッセージを受信
したことが、信頼できないと判断される理由で

す。

リモートピアの管理者に連絡することを推奨し

ます。

UNRELIABLE INFO MSG
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説明フィールド

このパケット用のセキュリティアソシエーショ

ンが存在しません。これは SAを確立するピア
からの初期オファーではありません。これらの

エラーはサービス拒絶攻撃を示す可能性があり

ます。

リモートピアまたは管理者に連絡することを推

奨します。

NO SA

SAオファーにはメッセージ解析のために DOI
フィールドが必要です。 DOIが不明の SAオ
ファーは解析できません。

この状況が続く場合は、リモートピアの管理者

に連絡できます。

BAD DOI SA

IKEは、定義された交換に基づいてメッセージ
に関するアクションを実行します。不明な交換

でメッセージが受信されています。

問題が一時的なものではないと思われる場合

は、ピアの管理者に連絡できます。

UNKNOWN EXCHANGE TYPE

最大許容UDPパケットサイズを上回るISAKMP
パケットを送信しようとしています。これは極

めて多数の IKEポリシーが発信側から提示され
ていた場合に発生する可能性があります。

設定された ISAKMPポリシーの数を減らすこと
を試みることができます。

OUTGOING PKT TOO BIG

パケットサイズは 3,000に制限されています。
ピアが大きな情報を送信しすると、強制的に大

きなバッファの割り当てが必要となります

（サービス拒絶（DoS）など）。

リモートピアまたは管理者に連絡することを推

奨します。

INCOMING PKT TOO BIG
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説明フィールド

コールアドミッション制御（CAC）ポリシーが
デバイスに設定されています。その結果、エ

ラーメッセージに記載された理由で IKE SA要
求が拒否されました。

要求が拒否された理由に応じて、システムへの

負荷を減らして新しい IKE SA要求を処理でき
るようにするか、さらに必要な場合は最大許容

IKEセッションを増やすことができます。

CAC DROPS

ローカルに設定されたポリシーがピアのポリ

シーと一致しなかったため、デフォルトポリ

シーが使用されています。

これが実際に使用すべき ISAKMPポリシーであ
るかどうかを確認できます。デフォルトポリ

シーを使用しないようにするには、ピアのポリ

シーと一致するようにローカルポリシーを再設

定することができます。

DEFAULT POLICY ACCEPTED

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ISAKMPエラーの統計情報をクリアします。clear crypto isakmp errors
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show crypto isakmp key
ルータの Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）事前共有キーを表示
するには、EXECモードで show crypto isakmp keyコマンドを使用します。

show crypto isakmp key

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto

___________________
例 次に、IPホスト名およびアドレスと事前共有キーを表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp key

Keyring Hostname/Address Preshared Key
K1 3.3.3.1 rd26
K2 5.5.5.5 ex22
K2 tzvi.cisco.com ppp

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。
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表 3：show crypto isakmp key フィールドの説明

説明フィールド

ルータの IPホスト名またはアドレスHostname/Address

ルータの ISAKMP事前共有キーPreshared Key
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show crypto isakmp peers
ピアの構造を表示するには、EXECモードで show crypto isakmp peersコマンドを使用します。

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

___________________
構文の説明

（任意）ピアの IPアドレス。ip-address

（任意）ピアの前面扉 VRFを指定します。 vrf-name引数は、VRF
に割り当てる名前です。

vrf vrf-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto

___________________
例 次に、show crypto isakmp peersコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp peers

Peer: 10.0.83.1 Port: 4500 Local: 30.0.0.4 vrf: default
UDP encapsulate: True
SA information:
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Connection ID: 1
State: QM_IDLE
Phase 1 ID: DER_ASN1_DN srbu

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 4：show crypto isakmp peers フィールドの説明

説明フィールド

インターネットキー交換（IKE）ID。Connection ID

さまざまな状態の出力表示。各状態の詳細につ

いては、表8：モードの状態,（100ページ）を
参照してください。

State

インターネットキー交換（IKE）ID。Phase1 ID

___________________
関連コマンド

説明コマンド

インターネットキー交換（IKE）用に IPセキュ
リティ（IPSec）ピアをイネーブルにします。

crypto isakmp peer, （26ページ）

インターネットキー交換（IKE）ピアの説明を
追加します。

description（ISAKMPピア）, （42ページ）

アクティブな暗号セッションのステータス情報

を表示します。

show crypto session, （109ページ）
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show crypto isakmp policy
各インターネットキー交換（IKE）ポリシーのパラメータを表示するには、EXECモードで show
crypto isakmp policyコマンドを使用します。

show crypto isakmp policy

___________________
構文の説明 このコマンドには、キーワードと引数はありません。

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto

___________________
例 次に、2つの IKEポリシー（プライオリティはそれぞれ 15および 20）を設定したあとの show

crypto isakmp policyコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp policy

Protection suite priority 15
encryption algorithm: DES - Data Encryption Standard (56 bit keys)
hash algorithm: Message Digest 5
authentication method: Rivest-Shamir-Adleman Signature
Diffie-Hellman Group: #2 (1024 bit)
lifetime: 5000 seconds, no volume limit

Protection suite priority 20
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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-Adleman Signature
Diffie-Hellman Group: #1 (768 bit)
lifetime: 86400 seconds, no volume limit

出力ではライフタイムに「no volume limit」と表示されていますが、現在設定できるのは、時
限ライフタイム（86,400秒など）だけです。ボリューム制限によるライフタイムは設定できま
せん。

（注）

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 5：show crypto isakmp policy フィールドの説明

説明フィールド

IKEポリシー内の暗号化アルゴリズムencryption algorithm

IKEポリシー内のハッシュアルゴリズムhash algorithm

IKEポリシーで使用される認証方式authentication method

IKEポリシーの Diffie-Hellmanグループ IDDiffie-Hellman group

期限切れになるまでにセキュリティアソシエー

ション（SA）が存在する時間（秒単位）
lifetime

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEポリシー内の認証方式を指定します。authentication（IKEポリシー）, （7ページ）

IKEポリシーを定義します。crypto isakmp policy, （28ページ）

IKEポリシー内の暗号化アルゴリズムを指定し
ます。

encryption（IKEポリシー）, （46ページ）

IKEポリシー内部での Diffie-Hellmanグループ
の識別番号を指定します。

group（IKEポリシー） , （48ページ）

IKEポリシー内のハッシュアルゴリズムを指定
します。

hash（IKEポリシー）, （50ページ）
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説明コマンド

IKE SAのライフタイムを指定します。lifetime（IKEポリシー）, （58ページ）
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show crypto isakmp profile
ルータに定義されているすべての ISAKMPプロファイルを表示するには、EXECモードで show
crypto isakmp profileコマンドを使用します。

show crypto isakmp profile [interface intf-name| ipsec-profile ipsec-prof-name| tag isakmp-prof-name]

___________________
構文の説明

（任意）IPSec照合 IDのインターフェイスごとに ISAKMPプロ
ファイルを表示します。

interface intf-name

（任意）IPSec照合 IDの IPSecプロファイルごとに ISAKMPプ
ロファイルを表示します。

ipsec-profile ipsec-prof-name

（任意）名前ごとに ISAKMPプロファイルを表示します。tag isakmp-prof-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto
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___________________
例 次に、show crypto isakmp profileコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp profile

ISAKMP Profile: isakmp-prof2
Keyring(s): kr2
Identities matched are:

Address: 10.0.2.1 255.255.255.255 fvrf: green
Interface: service-ipsec2

ISAKMP Profile: isakmp-prof1
Keyring(s): kr1
Identities matched are:

Group: srbu
Interface: service-gre1

次の表に、show crypto isakmp profileコマンドのフィールドを示します。

表 6：show crypto isakmp profile フィールドの説明

説明フィールド

ISAKMPプロファイルの名前。ISAKMP Profile

キーリングの名前です。これはグローバルコン

フィギュレーションで定義されたキーリング名

と一致する必要があります。

Keyring(s)

ISAKMPプロファイルで照合できるすべての識
別情報です。

Identities matched are

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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, （33ページ）

ISAKMPプロファイルとともにキーリングを定
義します。

keyring, （54ページ）
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show crypto isakmp sa
ピアにおける現在のすべての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）を表示するには、EXECモードで show crypto isakmp saコマンドを使用します。

show crypto isakmp sa [connection ID]

___________________
構文の説明

（任意）IKE SA IDです。有効な範囲は 1～ 65535です。connection ID

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

IDのリストを表示するには、connection ID引数を使用します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto

___________________
例 次に、IKEネゴシエーションが 2つのピア間で正常に完了したあとの show crypto isakmp saコマ

ンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp sa vrf
dst src state conn-id nodeid ---------- ------------ ------------ ---------

-------
------ default 30.0.0.4 10.0.83.1 QM_IDLE 1 0
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次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 7：show crypto isakmp sa フィールドの説明

説明フィールド

VRFごとの ISAKMP SA詳細を表示するための
Virtual Route Forwarding（VRF;仮想ルート転
送）。

vrf

宛先の IPアドレス。dst

発信元の IPアドレス。src

接続 ID。conn-id

ノード ID。nodeid

次の表に、show crypto isakmp saコマンドの出力に表示される可能性のあるさまざまな状態を示
します。 Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）SAが存在するとき
は、ほとんどの場合、休止状態（QM_IDLE）です。長い交換の間に、いくつかのMM_xxx状態
が観察される可能性があります。

表 8：モードの状態

説明状態：メインモード交換

ISAKMP SAは作成済みですが、他にはまだ何
も発生していません。この段階では「仮性」

で、状態はありません。

MM_NO_STATE

ピアは ISAKMP SAのパラメータに同意しまし
た。

MM_SA_SETUP

ピアは Diffie-Hellman公開キーを交換して共有
秘密を生成しました。 ISAKMP SAは認証され
ていないままです。

MM_KEY_EXCH

ISAKMP SAは認証済みです。ルータがこの交
換を開始した場合、この状態はすぐにQM_IDLE
に移行し、クイックモード交換が開始されま

す。

MM_KEY_AUTH

説明状態：アグレッシブモード交換
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説明状態：メインモード交換

ISAKMP SAは作成済みですが、他にはまだ何
も発生していません。この段階では「仮性」

で、状態はありません。

AG_NO_STATE

ピアはアグレッシブモードで最初の交換を実行

しましたが、SAは認証されていません。
AG_INIT_EXCH

ISAKMP SAは認証済みです。ルータがこの交
換を開始した場合、この状態はすぐにQM_IDLE
に移行し、クイックモード交換が開始されま

す。

AG_AUTH

説明状態：クイックモード交換

ISAKMPSAはアイドル状態です。 Iピアとは認
証されたままですが、後続のクイックモード交

換用に使用される可能性があります。休止状態

です。

QM_IDLE

___________________
関連コマンド

説明コマンド

IKEポリシーを定義します。crypto isakmp policy, （28ページ）

IKE SAのライフタイムを指定します。lifetime（IKEポリシー）, （58ページ）

ISAKMPセキュリティアソシエーション（SA）
の数を表示します。

show crypto isakmp stats, （102ページ）

ISAKMPセキュリティアソシエーション（SA）
の詳細を表示します。

show crypto isakmp stats, （102ページ）
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show crypto isakmp stats
ISAKMPのグローバル統計情報を表示するには、EXECモードで show crypto isakmp statsコマン
ドを使用します。

show crypto isakmp stats [vrf vrf-name]

___________________
構文の説明

（任意）VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスごとの ISAKMP
統計情報を指定します。 vrf-name引数は、VRFに割り当てる名前です。

vrf vrf-name

___________________
コマンドデフォルト なし

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

VRFインスタンスごとの ISAKMP統計情報を表示するには、show crypto isakmp statsコマンドを
使用します。VRFインスタンスが指定されない場合は、VRFインスタンスの統計情報デフォルト
が表示されます。

show crypto isakmp statsコマンドにより、次のグローバル統計情報が出力されます。

•アクティブな ISAKMP SA

•現在ネゴシエーション中の ISAKMP

•同時 ISAKMP SAの最大数

•同時に確立される SAの最大数

•期限切れになった SAの数
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto

___________________
例 次に、show crypto isakmp statsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto isakmp stats

VRF ISAKMP statistics:

Active Tunnels: 0
Previous Tunnels: 0

In Octets: 0
In Packets: 0
In Drop Packets: 0
In Notifys Messages: 0
In Phase2 Exchanges: 0
In Phase2 Exchange Invalids: 0
In Phase2 Exchange Rejects: 0
In Phase2 SA Delete Requests: 0

Out Octets: 0
Out Packets: 0
Out Drop Packets: 0
Out Notifys Messages: 0
Out Phase2 Exchanges: 0
Out Phase2 Exchange Invalids: 0
Out Phase2 Exchange Rejects: 0
Out Phase2 SA Delete Requests: 0

Initiator Tunnels: 0
Initiator Tunnel Setup Fails: 0
Responder Tunnel Setup Fails: 0
Sys Cap Fails: 0
Auth Failures: 0
Decryption Fails: 0
Hash Valid Fails: 0
No SA Fails: 0

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 9：show crypto isakmp stats フィールドの説明

説明フィールド

現在アクティブな IPSecフェーズ 1 IKEトンネ
ルの数

Active Tunnels

以前にアクティブだった IPSecフェーズ 1 IKE
トンネルの合計数

Previous Tunnels

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが受信
した合計オクテット数

In Octets
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説明フィールド

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが受信
した合計パケット数

In Packets

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPsecフェーズ 1 IKEトンネルが受信
した IPSecフェーズ 2交換の合計数

In Phase2 Exchanges

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが受信
し、無効であることを検出した IPSecフェーズ
2交換の合計数

In Phase2 Exchange Invalids

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが受信
し、拒否した IPSecフェーズ 2交換の合計数

In Phase2 Exchange Rejects

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが受信
した、IPSecフェーズ2セキュリティアソシエー
ションの削除要求の合計数

In Phase2 SA Delete Requests

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが送信
した合計オクテット数

Out Octets

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1トンネルが送信した
合計パケット数

Out Packets

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPsecフェーズ 1 IKEトンネルが送信
処理中にドロップしたパケットの合計数

Out Drop Packets

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが送信
した通知の合計数

Out Notifys Messages

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが送信
した IPSecフェーズ 2交換の合計数

Out Phase2 Exchanges
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説明フィールド

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1トンネルが送信し、
無効であることを検出した IPSecフェーズ 2交
換の合計数

Out Phase2 Exchange Invalids

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが送信
し、拒否した IPSecフェーズ 2交換の合計数

Out Phase2 Exchange Rejects

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルが送信
した、IPSecフェーズ 2 SAの削除要求の合計数

Out Phase2 SA Delete Requests

ローカルで開始された IPSecフェーズ 1 IKEト
ンネルの合計数

Initiator Tunnels

ローカルで開始され、アクティブにされなかっ

た IPSecフェーズ 1 IKEトンネルの合計数
Initiator Tunnel Setup Fails

リモートで開始され、アクティブにされなかっ

た IPSecフェーズ 1 IKEトンネルの合計数
Responder Tunnel Setup Fails

現在アクティブおよび以前にアクティブだった

すべての IPSecフェーズ 1 IKEトンネルの処理
中に発生した、システムキャパシティ障害の合

計数

Sys Cap Fails

現在および以前のすべての IPSecフェーズ1 IKE
トンネルが失敗した認証の合計数

Auth Failures

現在および以前のすべての IPSecフェーズ1 IKE
トンネルが失敗した復号化の合計数

Decryption Fails

現在および以前のすべての IPSecフェーズ1 IKE
トンネルが失敗したハッシュ検証の合計数

Hash Valid Fails

現在および以前のすべての IPSecフェーズ1 IKE
トンネルの処理中に発生した、存在しないセ

キュリティアソシエーションの障害の合計数

No SA Fails
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show crypto key pubkey-chain rsa
ルータに保存されているピアの Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）公開キーを表示するには、
EXECモードで show crypto key pubkey-chain rsaコマンドを使用します。

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

___________________
構文の説明

（任意）特定の公開キーの名前を表示します。name key-name

（任意）特定の公開キーのアドレスを表示します。address key-address

___________________
コマンドデフォルト ルータに保存されているすべての RSA公開キーが表示されます。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ルータに保存されているRSA公開キーを表示するには、このコマンドを使用します。表示には、
ルータで手動で設定されたピアのRSA公開キー、および他の手段によって（認証局サポートが設
定されている場合は、証明書によってなど）ルータで受信されたキーが含まれます。

ルータを再起動した場合、証明書によって取得された公開キーは失われます。ルータが再度証明

書を要求し、その際に公開キーが再度取得されるためです。

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、nameまたは addressキー
ワードを使用します。

キーワードを指定しない場合、このコマンドではルータに保存されているすべてのRSA公開キー
のリストが表示されます。

   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マンドリファ
レンスリリース 4.2.x

106 OL-26051-02-J  

インターネットキー交換セキュリティプロトコルコマンド

show crypto key pubkey-chain rsa



___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto

___________________
例 次に、show crypto key pubkey-chain rsaコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto key pubkey-chain rsa

Codes: M - Manually Configured, C - Extracted from certificate

Code Usage IP-Address VRF Keyring Name
M Encrypt K1 example.cisco.com
M Signing 5.5.5.5 green K2

次に、手動で設定された、somerouterという名前のピアの専用RSA公開キーの例を示します。こ
の例には、ピア証明書から取得した 3つのキー（peer routerA用の 2つの専用キーと peer routerB
用の 1つの汎用キー）も示されています。

例では証明書サポートが使用されています。証明書サポートが使用されていない場合、どのピア

のキーも Code列に「C」と表示されず、すべて手動で設定されることが必要になります。

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 10：show crypto key pubkey-chain rsa フィールドの説明

説明フィールド

ルータ上で手動で設定された RSA公開キー
（M）と、証明書などの他の手段によってルー
タで受信されたキー（C）。

Code

生成された RSAキーのタイプ。Usage

RSAキーが設定されているローカルまたはリ
モートピアの IPアドレス。

IP-address

キーリングの仮想ルート転送（VRF）。VRF

暗号キーリングの名前。グローバルキーはデ

フォルトのキーリングに表示されます。

Keyring

ローカルまたはリモートピアの名前。Name
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次に、nameキーワードで公開キーに somerouter.example.comという名前を付けている、showcrypto
key pubkey-chain rsaコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto key pubkey-chain rsa name somerouter.example.com

Key name: somerouter.example.com
Key address: 10.0.0.1
Usage: Signature Key
Source: Manual
Data:
305C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00034B00 30480241 00C5E23B 55D6AB22
04AEF1BA A54028A6 9ACC01C5 129D99E4 64CAB820 847EDAD9 DF0B4E4C 73A05DD2
BD62A8A9 FA603DD2 E2A8A6F8 98F76E28 D58AD221 B583D7A4 71020301 0001

Key name: somerouter.example.com
Key address: 10.0.0.1
Usage: Encryption Key
Source: Manual
Data:
00302017 4A7D385B 1234EF29 335FC973 2DD50A37 C4F4B0FD 9DADE748 429618D5
18242BA3 2EDFBDD3 4296142A DDF7D3D8 08407685 2F2190A0 0B43F1BD 9A8A26DB
07953829 791FCDE9 A98420F0 6A82045B 90288A26 DBC64468 7789F76E EE21

例の Sourceフィールドに表示されている「Manual」は、キーがピアからの証明書で受信した
ものではなく、ルータ上で手動で設定されたものであることを意味します。

（注）

次に、アドレス 192.168.10.3の show crypto key pubkey-chain rsaコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto key pubkey-chain rsa address 192.168.10.3

Key name: routerB.example.com
Key address: 192.168.10.3
Usage: General Purpose Key
Source: Certificate
Data:
0738BC7A 2BC3E9F0 679B00FE 53987BCC 01030201 42DD06AF E228D24C 458AD228
58BB5DDD F4836401 2A2D7163 219F882E 64CE69D4 B583748A 241BED0F 6E7F2F16
0DE0986E DF02031F 4B0B0912 F68200C4 C625C389 0BFF3321 A2598935 C1B1

例のSourceフィールドに表示されている「Certificate」は、キーが他方のルータからの証明書を介
してルータで受信したものであることを意味します。
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show crypto session
アクティブな暗号化セッションのステータス情報を表示するには、EXECモードで show crypto
sessionコマンドを使用します。

show crypto session [detail| fvrf fvrf-name [detail]| group group name| groups| interface interface-name|
ivrf ivrf-name| local IP address [fvrf fvrf-name| detail]| profile profile name [detail]| remote IP-address
[detail| port remote-port| fvrf fvrf-name]| user username [detail]| users]

___________________
構文の説明

（任意）セッションに関するより詳細な情報を表示します。たとえば、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）の機
能、接続 ID、IKE SAの残りのライフタイム、IPセキュリティ（IPSec）フ
ローの着信または発信の暗号化または復号化パケット数、ドロップされた

パケットの数、IPSecSAのライフタイム（キロバイト/秒単位）などが含ま
れます。

detail

（任意）前面扉仮想ルーティングおよび転送（FVRF）セッションのステー
タス情報を表示します。 fvrf-name引数は、FVRFに割り当てられた名前で
す。

fvrf vrf-name

（任意）バーチャルプライベートネットワーク（VPN）デバイスで現在ア
クティブなグループの識別名の使用状況を表示します。 group name引数
は、グループの識別名です。

group group name

（任意）バーチャルプライベートネットワーク（VPN）デバイスで現在ア
クティブなすべての接続グループの使用状況を表示します。

groups

• CiscoASR9000シリーズルータではサービスが動作しません。デフォ
ルトのインターフェイスは tunnel-ipsecです。または IPSecトンネル
サービスインターフェイスを指定します。

interface interface-
name

（任意）内部 VRF（IVRF）セッションのステータス情報を表示します。
ivrf-name引数は、内部 VRFの名前です。

ivrf ivrf-name

（任意）ローカル暗号化エンドポイントの暗号化セッションに関するステー

タス情報を表示します。 IP-address引数は、ローカル暗号化エンドポイン
トの IPアドレスです。

local IP address

（任意）ルータに定義されている Internet Security Association and Key
Management Protocol（ISAKMP）プロファイルを表示します。 profile name
引数は、ISAKMPプロファイルの名前です。

profile profile name
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（任意）リモートセッションの暗号化セッションに関するステータス情報

を表示します。IP address引数は、リモート暗号化エンドポイントの IPア
ドレスです。

remote IP address

（任意）リモート暗号化エンドポイントの暗号化セッションに関するステー

タス情報を表示します。 remote-port引数は 1～ 65535です。デフォルト値
は 500です。

port remote-port

（任意）接続ユーザの使用状況を表示します。 user name引数は、ユーザ
の名前です。

user username

（任意）すべての接続ユーザの使用状況を表示します。users

___________________
コマンドデフォルト キーワードを指定しないで show crypto sessionコマンドを入力した場合は、既存のすべてのセッ

ションがクリアされます。ポートのデフォルト値は 500です。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、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。ユーザグループの割り当てのためにコマンドを使用

できない可能性がある場合は、AAA管理者に問い合わせてください。

show crypto sessionコマンドを使用して、すべてのアクティブな ISAKMPセッションと、各セッ
ションの IKEおよび IPSec SAのリストを取得できます。次のリストが含まれます。

• 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、複数の IKEまたは IPSec SA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。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

readcrypto

___________________
例 次に、show crypto sessionコマンドのフィールドリストの例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show crypto session

Interface: service-ipsec1
Profile: prof1
ISAKMP policy: 10
Fvrf: default
Ivrf: default
Peer: 21.21.21.21/500
Ike SAs: 1
IKE SA : conn-id 1 local 100.100.100.1/500 remote 21.21.21.21/500 QM_IDLE

Interface: service-ipsec4
Username: cisco
InterfaceProfile: tunnel-ipsec3001ezvpnIke
ProfileGroup: TUNNEL_IPSECgroup-a
Assigned address: 10.0.0.1
ISAKMP policy: 1020
Fvrf: default
Ivrf: default
Peer: 10192.1168.110.52/500
Ike SAs: 1
IPsec FlowsSAs: 1
IKE SA : conn-id 1 2 local 10135.135.1135.1.6/500 remote 10192.1168.110.52/500 QM_IDLE
IPSEC FLOW 1510: permit ipv4 100.70.2080.20/2550.2550.2550.255 0

10.70.2080.21/255.255.255.255
Active SAs 2

次に、セッションの詳細情報の例を示します。

Interface: tunnelservice-ipsec3001gre1
Profile: TUNNEL_IPSECisakmp-prof1
ISAKMP policy: 10
Fvrf: default
Ivrf: default
Peer: 1040.140.140.62/500
Ike SAs: 1
IPsec FlowsSAs: 1
IKE SA : conn-id 2 1 local 1050.150.150.52/500 remote 1040.140.140.62/500 QM_IDLE
IPSEC FLOW 2501: permit ipv4 10gre 50.750.20850.2/255.255.255.255

1040.740.20840.2/255.255.255.255
Active SAs 2
Inbound: #pkts dec'ed 5 0 drop 0 life (KB/Sec) 10000000099354592/32492414
Outbound: #pkts encdec'ed 5 655653 drop 0 life (KB/Sec) 10000000099354592/32492414

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 11：show crypto session フィールドの説明

説明フィールド

暗号化セッションが関連付けられるインター

フェイス。

Interface
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説明フィールド

IKE SAについての情報が提供されます。たと
えば、ローカルおよびリモートアドレスおよび

ポート、SAのステータス、SAの機能、暗号化
エンジンの接続 ID、IKE SAの残りのライフタ
イムなどが含まれます。

IKE SA

IPSecで保護されたトラフィックフローに関す
る情報のスナップショット。たとえば、フロー

の内容、存在する IPSec SAの数、SAの送信
元、暗号化または復号化パケットまたはドロッ

プパケットの数、IPSecSAの残りのライフタイ
ム（キロバイト/秒単位）などが含まれます。

IPSEC FLOW

___________________
関連コマンド

説明コマンド

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]）を削除します。

clear crypto session, （16ページ）

インターネットキー交換（IKE）ピアの説明を
追加します。

description（ISAKMPピア）, （42ページ）

ピアの構造を表示します。show crypto isakmp peers, （92ページ）
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