
ダイナミックマルチポイント VPN

Dynamic Multipoint VPN機能を使用すると、総称ルーティングカプセル化（GRE）トンネル、IP
Security（IPsec）暗号化、および Next Hop Resolution Protocol（NHRP）を組み合わせることによ
り、目的に合せて大小さまざまな規模の IPsecバーチャルプライベートネットワーク（VPN）を
構築できます。

セキュリティに対する脅威とそれに対抗するための暗号化技術は絶えず変化しています。暗号

化に関するシスコの最新の推奨事項については、『Next Generation Encryption』（NGE）ホワ
イトペーパーを参照してください。
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機能情報の確認
ご使用のソフトウェアリリースでは、このモジュールで説明されるすべての機能がサポートされ

ているとは限りません。最新の機能情報および警告については、Bug Search Toolおよびご使用の
プラットフォームおよびソフトウェアリリースのリリースノートを参照してください。このモ
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ジュールで説明される機能に関する情報、および各機能がサポートされるリリースの一覧につい

ては、機能情報の表を参照してください。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

Dynamic Multipoint VPN の前提条件
•マルチポイント GRE（mGRE）および IPsecトンネルを確立するには、crypto isakmp policy
コマンドを使用して、インターネットキー交換（IKE）ポリシーを定義しておく必要があり
ます。

• DMVPN内のトラフィックセグメンテーション機能（2547oDMVPN）を使用するには、mpls
ipコマンドを使用して、マルチプロトコルラベルスイッチング（MPLS）を設定する必要が
あります。

Dynamic Multipoint VPN の制約事項
•この機能の特長であるDynamic Multipoint VPNの制約事項, （2ページ）を活用するために
は、Internet Security Association KeyManagement Protocol（ISAKMP）認証に対して、IKE証明
書またはワイルドカード事前共有キーを使用する必要があります。

ただし、スポークルータが 1つでもセキュリティを突破されると外部から
VPNへ侵入できるため、ワイルドカード事前共有キーは使用しないことを強
く推奨します。

（注）

• DMVPNネットワークのポイントツーポイント GREトンネルまたはマルチポイント GREト
ンネルでは、GREトンネルキープアライブ（GREインターフェイスでの keepaliveコマン
ド）はサポートされていません。

•ネットワークアドレス変換（NAT）のタイプが共にポートアドレス変換（PAT）である 2つ
の NATデバイスの背後にそれぞれスポークが配置されている場合、その 2つのスポーク間
で開始されるセッションは確立できません。

次に、NATインターフェイスにおける PATの 1つの設定例を示します。

ip nat inside source list nat_acl interface FastEthernet0/0/1 overload
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Dynamic Multipoint VPN について

Dynamic Multipoint VPN の利点

ハブルータ設定の軽減

•ハブルータでは、クリプトマップ特性、暗号アクセスリスト、および GREトンネルイン
ターフェイスを定義するための設定行が、スポークルータごとに個別に用意されています。

DMVPN機能を使用すれば、ハブルータ上で mGREトンネルインターフェイスおよび IPsec
プロファイルをそれぞれ 1つずつ設定するだけで、すべてのスポークルータに対応できるよ
うになり、暗号アクセスリストを設定する必要もなくなります。そのため、ネットワークに

新たなスポークルータが追加された場合でも、ハブルータにおける設定の情報量は変わり

ません。

• DMVPNアーキテクチャでは、複数のスポークを 1つのマルチポイントGREインターフェイ
スにまとめることができます。これにより、IPsecのネイティブインストールで、物理イン
ターフェイスまたは論理インターフェイスをスポークごとに別々に設定する必要はなくなり

ます。

IPsec 暗号化の自動実行

• GREでは、送信元および宛先のピアアドレスは、NHRPにより設定または解決されます。こ
れによって、直ちに、またはマルチポイント GREトンネルに対し GREのピアアドレスが
NHRPを介して解決された時点で、ポイントツーポイント GREトンネリングに対して IPsec
がトリガーされます。

ダイナミックにアドレス指定されるスポークルータのサポート

•ポイントツーポイントGREおよび IPsecハブアンドスポークによるVPNネットワークでは、
ハブルータを設定する際にスポークルータの物理インターフェイス IPアドレスが必要とな
ります。これは、IPアドレスが GREトンネル宛先アドレスとして設定される必要があるた
めです。一方、DMVPN機能を使用すれば、スポークルータに対して、ダイナミック物理イ
ンターフェイス IPアドレス（通常はケーブル接続や DSL接続に使用）を設定できます。ス
ポークルータは、オンライン状態になると、ハブルータへ登録パケットを送信します。こ

れらの登録パケットには、このスポークの現在の物理インターフェイス IPアドレスが記述さ
れています。

スポークツースポークトンネルのダイナミック作成

• DMVPN機能を使用すると、ダイレクトトンネルに対するスポークツースポーク設定を行う
必要がなくなります。現在、スポークルータ間でパケットを送信する必要がある場合は、要

求されたターゲットスポークルータの宛先アドレスを NHRPを使用してダイナミックに指
定できるようになっています（ハブルータが NHRPサーバとして動作し、送信元スポーク
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ルータの要求を処理します）。2つのスポークルータ間には、データが直接転送されるよう
に、IPsecトンネルがダイナミックに作成されます。

Dynamic Multipoint VPN の機能設計
Dynamic Multipoint VPN機能は、GREトンネル、IPsec暗号化、およびNHRPルーティングを組み
合わせることで、ユーザの設定操作を容易にするためのものです。設定は、暗号プロファイル、

およびトンネルエンドポイントのダイナミックディスカバリを介して行われ、このうち暗号プロ

ファイルを使用することで、スタティッククリプトマップを定義する必要がなくなります。

この機能は、シスコが開発した次の 2つの拡張標準テクノロジーがベースになっています。

• NHRP：クライアント/サーバプロトコル（ハブがサーバで、スポークはクライアント）。ハ
ブには、各スポークのパブリックインターフェイスアドレスが格納されたNHRPデータベー
スが保持されます。各スポークでは、起動時にそれぞれの実際のアドレスが登録され、ダイ

レクトトンネルを確立する場合には、NHRPサーバに対し、宛先スポークの実際のアドレス
に関する照会が行われます。

• mGREトンネルインターフェイス：1つの GREインターフェイスで複数の IPsecトンネルを
サポートできるため、設定のデータ量が少なくなり、設定操作も簡単になります。

次の図に示したトポロジとそれに続く箇条書きは、この機能のしくみを説明したものです。

図 1：mGRE および IPsec の統合トポロジの例

•各スポークとハブの間は、永続的な IPsecトンネルで接続されています。ネットワーク内に
存在するスポーク間を接続するのは、永続的な IPsecトンネルではありません。各スポーク
は、NHRPサーバのクライアントとして登録されます。
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•各スポークでは、他のスポーク上にある宛先（プライベート）サブネットへパケットを送信
する場合、NHRPサーバに対し、宛先（ターゲット）スポークの実際（外部）のアドレスに
ついて照会が行われます。

•発信側のスポークでは、ターゲットスポークのピアアドレスを「学習」すると、ターゲッ
トスポークへのダイナミック IPsecトンネルを起動できるようになります。

•スポーク間のトンネルは、マルチポイント GREインターフェイス経由で構築されます。

•スポーク間のリンクは、スポーク間にトラフィックが発生するたびにオンデマンドで確立さ
れます。その後、パケットはハブを迂回し、スポーク間トンネルを使用できます。

スポークツースポークトンネルに対して不稼働度が事前に設定されている場合、ルータでは、

それに基づいてトンネルが切断されリソースが確保されます（IPsecセキュリティアソシエー
ション（SA））。

（注）

IPsec プロファイル
IPsecプロファイルを使用すると、主要な IPsecポリシー情報を 1つの設定エンティティにまとめ
ることができます。この設定エンティティは、他の設定項目から名前を指定して参照することが

可能です。これによりユーザは、ただ 1つの設定行で、GREトンネル保護などの機能を設定でき
ます。IPsecプロファイルを参照すれば、ユーザがクリプトマップの設定をすべて行う必要はなく
なります。IPsecプロファイルに含まれているのは IPsec情報だけで、アクセスリスト情報やピア
リング情報は含まれていません。

DMVPN 内のトラフィックセグメンテーションのイネーブル化
Cisco IOS XE Release 2.5は、PE-PE mGREトンネルを使用することで DMVPNトンネル内の VPN
トラフィックをセグメント化できるように機能拡張されています。この保護されたmGREトンネ
ルを使用して、すべて（または一連）の VPNトラフィックを転送できます。
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次の図とそれに続く箇条書きは、DMVPN内でのトラフィックセグメンテーションのしくみを説
明したものです。

図 2：DMVPN 内のトラフィックセグメンテーション

•この図では、WAN-PE/ルートリフレクタがハブであり、クライアントがスポーク（PEルー
タ）になっています。

• VRFは 3つあり、それぞれ「赤」、「緑」、「青」で表してあります。

•各スポークは、ハブとネイバー関係にある（マルチプロトコル内部ボーダーゲートウェイ
プロトコル（MP-iBGP）ピアリング）と同時に、ハブへの GREトンネルを持っています。

•各スポークからは、そのルートおよびVPN-IPv4（VPNv4）プレフィックスがハブにアドバタ
イズされます。

•ハブでは、アドバタイズされたルートをスポークに再アドバタイズする際、スポークから
「学習」したすべての VPNv4アドレスに対するネクストホップルートとして自身の IPを設
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定し、VPNごとにローカルのMPLSラベルを割り当てます。結果として、スポーク Aから
スポーク Bへのトラフィックは、ハブを介してルーティングされることになります。

このプロセスを具体例で説明すると次のようになります。

1 スポーク Aにより、VPNv4ルートがハブにアドバタイズされ、VPNにラベル xが割り当てら
れます。

2 ハブは、スポーク Bにルートをアドバタイズする際にラベルを yに変更します。

3 スポークBでは、スポークAに送信するトラフィックにラベル yが適用され、そのトラフィッ
クがハブに送信されます。

4 ハブはラベル yを削除してラベル xを適用することで VPNラベルを付け替え、トラフィック
をスポーク Aに送信します。

NAT 透過性対応 DMVPN
多くの場合、DMVPNスポークは NATルータの背後に配置されます。この NATルータは通常、
スポークサイトのインターネットサービスプロバイダー（ISP）により制御され、スポークルー
タの外部インターフェイスアドレスが、プライベート IPアドレスに基づき ISPによって動的に割
り当てられています（インターネット技術特別調査委員会（IETF）の RFC 1918で規定）。

NAT透過性対応DMVPNの拡張機能により、NHRPでは、IPsecトランスポートモード（DMVPN
ネットワークで推奨される IPsecモード）が使用されている場合に限り、マッピングに対してNAT
パブリックアドレスを学習および使用できます。NATの背後に配置されていないスポークルー
タについては本来、アップグレードする必要はありませんが、NAT透過性対応DMVPN機能を使
用する場合は、事前にすべての DMVPNルータを新しいコードにアップグレードすることを推奨
します。NATの後に配置されているスポークルータは、アップグレードされた後でも、ハブルー
タがアップグレードされるまでは、新しい設定（IPsecトランスポートモード）に切り替えること
はできません。

この NAT透過性の拡張機能を使用すれば、ハブ DMVPNルータをスタティック NATの背後に配
置できます。この機能を使用するためには、DMVPNのスポークルータおよびハブルータすべて
をアップグレードする必要があります。また IPsecではトランスポートモードを使用する必要が
あります。

NAT透過性対応の拡張機能を有効にするには、トランスフォームセットに対して IPsecトランス
ポートモードを使用する必要があります。また、NAT透過性（IKEおよび IPsec）が有効であれ
ば、（UDPポートを使用して 2つの IPアドレスを区別することにより）2つのピア（IKEおよび
IPsec）を同一の IPアドレスに変換できますが、DMVPNに対しては、この機能はサポートされま
せん。DMVPNスポークの IPアドレスは、NAT変換後、各DMVPNスポークごとに一意であるこ
とが必要です。ただし、NAT変換前の IPアドレスであれば、DMVPNスポーク間で重複していて
もかまいません。

次の図に、NAT透過性対応 DMVPNのシナリオを示します。
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NATの背後にあるDMVPNスポークは、ダイナミックダイレクトスポークツースポークトン
ネルに関与します。これらのスポークは、PATではなく NATを実行する NAT機器の後に配
置する必要があります。この NAT機器では、スポークツースポーク接続の場合でも、スポー
クがスポークツーハブ接続と同じ外部 NAT IPアドレスに変換されます。1つの NAT機器の背
後に DMVPNスポークが複数配置されている場合、その NAT機器では、それらの各 DMVPN
スポークを別々の外部 NAT IPアドレスに変換する必要があります。また、それらのスポーク
間には、ダイレクトスポークツースポークトンネルを構築できない場合があります。スポー

クツースポークトンネルを形成できない場合、スポークツースポークパケットは、引き続き

スポークツーハブ/スポークパスを介して転送されます。

（注）

図 3：NAT 透過性対応 DMVPN

DMVPN でのコールアドミッション制御
DMVPNネットワークでは、確立しようとするトンネル数の増加に伴って、DMVPNルータが「過
負荷」状態になることも少なくありません。コールアドミッション制御を使用すると、一度に確

立できるトンネルの数を制限できます。これにより、ルータのメモリやCPUリソースのオーバー
フローを回避できます。

コールアドミッション制御は、DMVPNスポークにおいて、スポークルータが開始または受信し
ようとする ISAKMAPセッション（DMVPNトンネル）の数を制限する場合に有効です。このよ
うな制限を課す場合は、コールアドミッション制御の IKESA制限を設定します。これによりルー
タでは、現在の ISAKMP SA数が制限数を超過すると、新たな ISAKMPセッション要求（着信お
よび発信）が廃棄されます。

またコールアドミッション制御は、DMVPNハブにおいて、同時に確立される DMVPNトンネル
数のレートを制限する場合にも有効です。このようなレート制限を課す場合は、コールアドミッ

ション制御のシステムリソース制限を設定します。これによりルータでは、システムの使用率が

指定値を超過すると、新たな ISAKMPセッション要求（新たなDMVPNトンネル）が廃棄されま
す。新たなセッション要求が廃棄されることにより、DMVPNハブルータでは現在の ISAKMP
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セッション要求の処理を完了できます。また、一度廃棄されたセッション要求でも、システムの

使用率が低下した時点で再試行されれば、DMVPNハブルータにより処理されます。

DMVPNでのコールアドミッション制御を使用するうえで、特別な設定は必要ありません。コー
ルアドミッション制御の設定については、『Cisco IOS XE Security Configuration Guide: Secure
Connectivity』の「Call Admission Control for IKE」の章を参照してください。

NHRP のレート制限メカニズム
NHRPは、特定のインターフェイスから送信される NHRPパケットの総数を制限するためのレー
ト制限メカニズムを備えています。ipnhrpmax-sendコマンドを使用して設定されるデフォルト値
は、インターフェイスあたり 10秒ごとに 10,000パケットです。制限数を超過した場合には、次
のようなシステムメッセージが表示されます。

%NHRP-4-QUOTA: Max-send quota of [int]pkts/[int]Sec. exceeded on [chars]

このシステムメッセージの詳細については、『SystemMessages for Cisco IOS XE Software』を参照
してください。

Dynamic Multipoint VPN の設定方法
ハブルータおよびスポークルータに対して mGRE/IPsecトンネルリングをイネーブルにするに
は、グローバル IPsecポリシーテンプレートを使用して IPsecプロファイルを設定すること、およ
び IPsec暗号化に使用する mGREトンネルを設定することが必要です。ここでは、次の手順につ
いて説明します。

IPsec プロファイルの設定
IPsecプロファイルには、クリプトマップの設定に使用するものと同じコマンドが多く使用されま
す。ただし、それらすべてのコマンドが、各 IPsecプロファイルで有効であるわけではありませ
ん。IPsecプロファイルでは、IPsecポリシーに対応するコマンドだけを発行できます。IPsecピア
アドレスや、暗号化するパケットを照合するためのアクセスコントロールリスト（ACL）を指定
することはできません。

セキュリティに対する脅威とそれに対抗するための暗号化技術は絶えず変化しています。暗号

化に関するシスコの最新の推奨事項については、『Next Generation Encryption』（NGE）ホワ
イトペーパーを参照してください。

（注）

はじめる前に

IPsecプロファイルを設定する前に、cryptoipsectransform-setコマンドを使用してトランスフォー
ムセットを定義する必要があります。
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. cryptoipsecprofilename
4. settransform-settransform-set-name
5. setidentity
6. setsecurityassociationlifetime {secondsseconds | kilobyteskilobytes}
7. setpfs [group1 | group2]

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

「スポークとハブ」および「スポークとスポーク」ルータ間での

IPsec暗号化に使用する IPsecパラメータを定義します。
cryptoipsecprofilename

例：

Router(config)#
crypto ipsec profile vpnprof

ステップ 3   

•このコマンドを実行すると、クリプトマップコンフィギュ
レーションモードが開始されます。

• name引数には、IPsecプロファイルの名前を指定します。

IPsecプロファイルで使用できるトランスフォームセットを指定し
ます。

settransform-settransform-set-name

例：

Router(config-crypto-map)# set
transform-set trans2

ステップ 4   

• transform-set-name引数には、トランスフォームセットの名前
を指定します。

（任意）IPsecプロファイルに対するアイデンティティの制限事項
を指定します。

setidentity

例：

Router(config-crypto-map)# set
identity

ステップ 5   
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目的コマンドまたはアクション

（任意）IPsecプロファイルに使用するグローバルライフタイムの
値を上書きします。

setsecurityassociationlifetime
{secondsseconds | kilobyteskilobytes}

例：

Router(config-crypto-map)# set

ステップ 6   

• secondssecondsオプションには、セキュリティアソシエーショ
ンの有効期間を秒数で指定します。また、kilobyteskilobytesオ
プションには、特定のセキュリティアソシエーションを使用security association lifetime

seconds 1800 してその有効期間内にIPsecピア間で受け渡しできるトラフィッ
クの量を指定します（単位は KB）。

• seconds引数のデフォルト値は 3600秒です。

（任意）IPsecにおいて、この IPsecプロファイルに対する新しいセ
キュリティアソシエーションが要求される際に、完全転送秘密

（PFS）が必須となるよう指定します。

setpfs [group1 | group2]

例：

Router(config-crypto-map)# set
pfs group2

ステップ 7   

•このコマンドを指定しない場合は、デフォルト（group1）が
有効になります。

• group1キーワードの場合、新たに Diffie-Hellman（DH）交換
を実行する際に、IPsecで 768ビット DH素数モジュラスグ
ループが使用されます。group2キーワードの場合は、1024
ビット DH素数モジュラスグループが使用されます。

DMVPN 用のハブの設定
mGRE/IPsec統合用にハブルータを設定する（つまり、トンネルと、上記手順で設定した IPsecプ
ロファイルとを関連付ける）場合は、次のコマンドを使用します。

NHRPネットワーク IDは、ローカルに限って意味を持つため、それぞれ異なっていてもかま
いません。導入やメンテナンスの点から見れば、（ipnhrpnetwork-idコマンドを使用して）1
つの DMVPNネットワーク内にある全ルータに対して一意のネットワーク ID番号を使用した
方が合理的ですが、ここでは必ずしも同一である必要はありません。

（注）
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetunnelnumber
4. ipaddressip-addressmasksecondary
5. ipmtubytes
6. ipnhrpauthenticationstring
7. ipnhrpmapmulticastdynamic
8. ipnhrpnetwork-idnumber
9. tunnelsource{ip-address | typenumber}
10. tunnelkeykey-number
11. tunnelmodegremultipoint
12. 次のいずれかを実行します。

• tunnelprotectionipsecprofilename

• tunnelprotectionpskkey

13. bandwidthkbps
14. iptcpadjust-mssmax-segment-size
15. ipnhrpholdtimeseconds
16. delaynumber

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

トンネルインターフェイスを設定し、インターフェイスコンフィ

ギュレーションモードを開始します。

interfacetunnelnumber

例：

Router(config)#
interface tunnel 5

ステップ 3   

• number引数には、作成または設定するトンネルインターフェ
イスの数を指定します。作成可能なトンネルインターフェイ

スの数に制限はありません。
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目的コマンドまたはアクション

トンネルインターフェイスに対するプライマリ IPアドレスまたは
セカンダリ IPアドレスを設定します。

ipaddressip-addressmasksecondary

例：

Router(config-if)# ip address
10.0.0.1 255.255.255.0

ステップ 4   

同一の DMVPNネットワーク内に存在するすべてのハブ
およびスポークには、同じ IPサブネットに属するアドレ
スを指定する必要があります。

（注）

各インターフェイスにおいて送信される IPパケットの最大伝送単
位（MTU）のサイズをバイト単位で設定します。

ipmtubytes

例：

Router(config-if)# ip mtu 1400

ステップ 5   

NHRPを使用するインターフェイス用の認証文字列を設定します。ipnhrpauthenticationstring

例：

Router(config-if)# ip nhrp
authentication donttell

ステップ 6   

同一の DMVPNネットワーク内に存在するハブおよびス
ポークに対しては、すべて同じ NHRP認証文字列を設定
する必要があります。

（注）

NHRPにおいて、スポークルータが自動的にマルチキャストNHRP
マッピングへ追加されるようにします。

ipnhrpmapmulticastdynamic

例：

Router(config-if)# ip nhrp map
multicast dynamic

ステップ 7   

Cisco IOSXEDenali 16.3では、ipnhrpmapmulticastdynamic
がデフォルトでイネーブルになっています。

（注）

インターフェイスに対して NHRPをイネーブルにします。ipnhrpnetwork-idnumber

例：

Router(config-if)# ip nhrp
network-id 99

ステップ 8   

• number引数には、非ブロードキャストマルチアクセス
（NBMA）ネットワークの、グローバルに一意である 32ビッ
トネットワーク識別子を指定します。範囲は 1～ 4294967295
です。

Cisco IOSXEDenali 16.3では、ipnhrpnetwork-idがデフォ
ルトでイネーブルになっています。

（注）

トンネルインターフェイスの送信元アドレスを設定します。tunnelsource{ip-address |
typenumber}

ステップ 9   

例：

Router(config-if)# tunnel source
Gigabitethernet 0/0/0

（任意）トンネルインターフェイスの IDキーをイネーブルにしま
す。

tunnelkeykey-number

例：

Router(config-if)# tunnel key
100000

ステップ 10   

• key-number引数には、トンネルキーを識別するための数値を
0～ 4,294,967,295の範囲で指定します。
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目的コマンドまたはアクション

同一の DMVPNネットワーク内に存在するハブおよびス
ポークに対しては、すべて同じキー値を設定する必要が

あります。

（注）

トンネルインターフェイスのカプセル化モードを mGREに設定し
ます。

tunnelmodegremultipoint

例：

Router(config-if)#
tunnel mode gre multipoint

ステップ 11   

トンネルインターフェイスを IPsecプロファイルに関連付けます。次のいずれかを実行します。ステップ 12   

• tunnelprotectionipsecprofilename • name引数には、IPsecプロファイルの名前を指定します。この
値は、cryptoipsecprofilenameコマンドで指定した nameと一致
する必要があります。

• tunnelprotectionpskkey

例：

Router(config-if)#

または

デフォルトの IPsecプロファイルを作成して、事前共有キー（PSK）
用のトンネル保護設定を簡略化します。tunnel protection ipsec profile

vpnprof

例：

Router(config-if)#
tunnel protection psk test1

上位レベルプロトコルのインターフェイスに対する現在の帯域幅

を設定します。

bandwidthkbps

例：

Router(config-if)# bandwidth
1000

ステップ 13   

• kbps引数には、キロビット/秒単位の帯域幅を指定します。デ
フォルト値は 9です。帯域幅の推奨値は 1000以上です。

•特にトンネルインターフェイス上で EIGRPを使用する場合
は、帯域幅の値を必ず 1000以上に設定してください。1つの
ハブがサポートするスポークの数によっては、帯域幅の値を

さらに大きくすることが必要となる場合もあります。

ルータを通過する TCPパケットの最大セグメントサイズ（MSS）
の値を調整します。

iptcpadjust-mssmax-segment-size

例：

Router(config-if)# ip tcp
adjust-mss 1360

ステップ 14   

• max-segment-size引数には、最大セグメントサイズをバイト単
位で指定します。範囲は 500～ 1460です。

• IP MTUのバイト数が 1400に設定されている場合、MSSの推
奨値は 1360です。これらの推奨値を使用した場合、IPパケッ
トのサイズは、トンネルに「適合」するように、TCPセッショ
ンによって瞬時に 1400バイトまで縮小されます。

   Dynamic Multipoint VPN コンフィギュレーションガイド
14

ダイナミックマルチポイント VPN
DMVPN 用のハブの設定



目的コマンドまたはアクション

信頼できる NHRP応答により NHRP NBMAアドレスが有効として
アドバタイズされる秒数を変更します。

ipnhrpholdtimeseconds

例：

Router(config-if)# ip nhrp
holdtime 450

ステップ 15   

• seconds引数には、信頼できる NHRP応答により NBMAアド
レスが有効としてアドバタイズされる時間を秒単位で指定し

ます。推奨値の範囲は、300～ 600秒です。

（任意）トンネルインターフェイスを介して学習したルートの

EIGRPルーティングメトリックを変更します。
delaynumber

例：

Router(config-if)# delay 1000

ステップ 16   

• number引数には、遅延時間を秒単位で指定します。推奨値は
1000です。

DMVPN 用のスポークの設定
mGRE/IPsec統合用にスポークルータを設定する場合は、次のコマンドを使用します。

NHRPネットワーク IDは、ローカルに限って意味を持つため、それぞれ異なっていてもかま
いません。導入やメンテナンスの点から見れば、（ipnhrpnetwork-idコマンドを使用して）1
つの DMVPNネットワーク内にある全ルータに対して一意のネットワーク ID番号を使用した
方が合理的ですが、ここでは必ずしも同一である必要はありません。

（注）
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手順の概要

1. enable
2. configureterminal
3. interfacetunnelnumber
4. ipaddressip-addressmasksecondary
5. ipmtubytes
6. ipnhrpauthenticationstring
7. ipnhrpmaphub-tunnel-ip-addresshub-physical-ip-address
8. ipnhrpmapmulticasthub-physical-ip-address
9. ipnhrpnhshub-tunnel-ip-address
10. ipnhrpnetwork-idnumber
11. tunnelsource{ip-address | typenumber}
12. tunnelkeykey-number
13. 次のいずれかを実行します。

• tunnelmodegremultipoint

• tunneldestinationhub-physical-ip-address

14. 次のいずれかを実行します。

• tunnelprotectionipsecprofilename

• tunnelprotectionpskkey

15. bandwidthkbps
16. iptcpadjust-mssmax-segment-size
17. ipnhrpholdtimeseconds
18. delaynumber

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configureterminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

トンネルインターフェイスを設定し、インターフェ

イスコンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetunnelnumber

例：

Router(config)#
interface tunnel 5

ステップ 3   

• number引数には、作成または設定するトンネル
インターフェイスの数を指定します。作成可能

なトンネルインターフェイスの数に制限はあり

ません。

トンネルインターフェイスに対するプライマリ IPア
ドレスまたはセカンダリ IPアドレスを設定します。

ipaddressip-addressmasksecondary

例：

Router(config-if)# ip address 10.0.0.2
255.255.255.0

ステップ 4   

同一のDMVPNネットワーク内に存在する
すべてのハブおよびスポークには、同じ

IPサブネットに属するアドレスを指定する
必要があります。

（注）

各インターフェイスにおいて送信される IPパケット
のMTUサイズをバイト単位で設定します。

ipmtubytes

例：

Router(config-if)# ip mtu 1400

ステップ 5   

NHRPを使用するインターフェイス用の認証文字列
を設定します。

ipnhrpauthenticationstring

例：

Router(config-if)# ip nhrp authentication donttell

ステップ 6   

同一のDMVPNネットワーク内に存在する
ハブおよびスポークに対しては、すべて同

じNHRP認証文字列を設定する必要があり
ます。

（注）

NBMAネットワークに接続された IP宛先の
IP-to-NBMAアドレスマッピングをスタティックに
設定します。

ipnhrpmaphub-tunnel-ip-addresshub-physical-ip-address

例：

Router(config-if)# ip nhrp map 10.0.0.1 172.17.0.1

ステップ 7   

• hub-tunnel-ip-address：ハブでNHRPサーバを定
義します。これはハブのスタティックパブリッ

ク IPアドレスに、永続的にマッピングされま
す。

• hub-physical-ip-address：ハブのスタティックパ
ブリック IPアドレスを定義します。

スポークとハブの間でダイナミックルーティングプ

ロトコルを使用可能にし、マルチキャストパケット

をハブルータへ送信します。

ipnhrpmapmulticasthub-physical-ip-address

例：

Router(config-if)# ip nhrp map multicast
172.17.0.1

ステップ 8   
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目的コマンドまたはアクション

ハブルータを NHRPネクストホップサーバとして
設定します。

ipnhrpnhshub-tunnel-ip-address

例：

Router(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1

ステップ 9   

インターフェイスに対して NHRPをイネーブルにし
ます。

ipnhrpnetwork-idnumber

例：

Router(config-if)# ip nhrp network-id 99

ステッ

プ 10   

• number引数には、NBMAネットワークのグロー
バルに一意である 32ビットネットワーク識別
子を指定します。範囲は1～4294967295です。

Cisco IOS XE Denali 16.3では、
ipnhrpnetwork-idがデフォルトでイネーブ
ルになっています。

（注）

トンネルインターフェイスの送信元アドレスを設定

します。

tunnelsource{ip-address | typenumber}

例：

Router(config-if)# tunnel source Gigabitethernet
0/0/0

ステッ

プ 11   

（任意）トンネルインターフェイスの IDキーをイ
ネーブルにします。

tunnelkeykey-number

例：

Router(config-if)# tunnel key 100000

ステッ

プ 12   

• key-number引数には、トンネルキーを識別する
ための数値を 0～ 4,294,967,295の範囲で指定し
ます。

•同一のDMVPNネットワーク内に存在するハブ
およびスポークに対しては、すべて同じキー値

を設定する必要があります。

トンネルインターフェイスのカプセル化モードを

mGREに設定します。
次のいずれかを実行します。ステッ

プ 13   • tunnelmodegremultipoint
•このコマンドを使用するのは、データトラ
フィックにダイナミックスポークツースポーク

トラフィックを使用できる場合です。

• tunneldestinationhub-physical-ip-address

例：

Router(config-if)# tunnel mode gre multipoint
トンネルインターフェイスの宛先を指定します。

•このコマンドを使用するのは、データトラ
フィックにハブアンドスポークトラフィックを

使用できる場合です。
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目的コマンドまたはアクション

例：

Router(config-if)# tunnel destination 172.17.0.1

トンネルインターフェイスを IPsecプロファイルに
関連付けます。

次のいずれかを実行します。ステッ

プ 14   • tunnelprotectionipsecprofilename
• name引数には、IPsecプロファイルの名前を指
定します。この値は、cryptoipsecprofilenameコ

• tunnelprotectionpskkey

マンドで指定した nameと一致する必要があり
ます。例：

Router(config-if)# tunnel protection ipsec profile
vpnprof または

デフォルトの IPsecプロファイルを作成して、事前
共有キー（PSK）用のトンネル保護設定を簡略化し
ます。

例：

Router(config-if)#
tunnel protection psk test1

上位レベルプロトコルのインターフェイスに対する

現在の帯域幅を設定します。

bandwidthkbps

例：

Router(config-if)# bandwidth 1000

ステッ

プ 15   

• kbps引数には、キロビット/秒単位の帯域幅を指
定します。デフォルト値は 9です。帯域幅の推
奨値は 1000以上です。

•スポークの帯域幅設定は、DMVPNハブの帯域
幅設定と同じである必要はありません。通常

は、すべてのスポークに対して、同一または類

似の帯域幅を使用する方が便利です。

ルータを通過する TCPパケットのMSS値を調整し
ます。

iptcpadjust-mssmax-segment-size

例：

Router(config-if)# ip tcp adjust-mss 1360

ステッ

プ 16   

• max-segment-size引数には、最大セグメントサ
イズをバイト単位で指定します。範囲は 500～
1460です。

• IP MTUのバイト数が 1400に設定されている場
合、MSSの推奨数値は 1360です。これらの推
奨値を使用した場合、IPパケットのサイズは、
トンネルに「適合」するように、TCPセッショ
ンによって瞬時に 1400バイトまで縮小されま
す。
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目的コマンドまたはアクション

信頼できるNHRP応答によりNHRPNBMAアドレス
が有効としてアドバタイズされる秒数を変更します。

ipnhrpholdtimeseconds

例：

Router(config-if)# ip nhrp holdtime 450

ステッ

プ 17   

• seconds引数には、信頼できる NHRP応答によ
り NBMAアドレスが有効としてアドバタイズ
される時間を秒単位で指定します。推奨値の範

囲は、300～ 600秒です。

（任意）トンネルインターフェイスを介して学習し

たルートのEIGRPルーティングメトリックを変更し
ます。

delaynumber

例：

Router(config-if)# delay 1000

ステッ

プ 18   

• number引数には、遅延時間を秒単位で指定しま
す。推奨値は 1000です。

VRF へのクリアテキストデータ IP パケット転送を設定
VRFへのクリアテキストデータ IPパケット転送を設定するには、次の手順を実行します。ここ
で説明する設定は、「Blue」という VRFが設定済みであることが前提になっています。

VRF（Blue）を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで ip vrf vrf-nameコ
マンドを使用します。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interfacetypenumber
4. ipvrfforwardingvrf-name

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。
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目的コマンドまたはアクション

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、インターフェイス

コンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# interface tunnel 0

ステップ 3   

VRFへのクリアテキストデータ IPパケット転送を許
可します。

ipvrfforwardingvrf-name

例：

Router(config-if)# ip vrf forwarding
Blue

ステップ 4   

VRF への暗号化トンネルパケット転送の設定
VRFへの暗号化トンネルパケット転送に関する設定手順は、次のとおりです。ここで説明する設
定は、「Red」という VRFが設定済みであることが前提になっています。

VRF（Red）を設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで ip vrf vrf-nameコ
マンドを使用します。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interfacetypenumber
4. tunnelvrfvrf-name
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手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始します。configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、インターフェイスコン

フィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# interface tunnel 0

ステップ 3   

VPN VRFインスタンスを特定のトンネル宛先、インター
フェイス、またはサブインターフェイスに関連付けて、VRF
への暗号化トンネルパケット転送を許可します。

tunnelvrfvrf-name

例：

Router(config-if)# tunnel vrf RED

ステップ 4   

DMVPN 内のトラフィックセグメンテーションの設定
Cisco IOS XE Release 2.5では、トラフィックセグメンテーションの設定時に使用する新しいコマ
ンドは導入されていません。ただし、DMVPNトンネル内のトラフィックをセグメント化するに
は、以降の項で説明する作業を完了する必要があります。

前提条件

次の作業では、DMVPNトンネル、および「Red」と「Blue」の 2つの VRFが設定済みであるこ
とを前提としています。

Redまたは Blueの VRFを設定するには、グローバルコンフィギュレーションモードで ip vrf
vrf-nameコマンドを使用します。

DMVPNトンネルの設定については、DMVPN用のハブの設定, （11ページ）およびDMVPN用
のスポークの設定, （15ページ）を参照してください。VRF設定の詳細については、VRFへのク
リアテキストデータ IPパケット転送を設定, （20ページ）およびVRFへの暗号化トンネルパ
ケット転送の設定, （21ページ）を参照してください。
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VPN トンネルでの MPLS のイネーブル化
DMVPNトンネル内のトラフィックセグメンテーションはMPLSに依存するため、トラフィック
をセグメント化する VRFインスタンスごとにMPLSを設定する必要があります。

Cisco ASR 1000シリーズアグリゲーションサービスルータでは、分散スイッチングのみがサ
ポートされます。分散スイッチング用の ipmulticast-routing [vrf vrf-name] [distributed]、debug
ip bgp vpnv4 unicast、および ip cef distributedコマンドを使用してください。

（注）

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. interfacetypenumber
4. mplsip

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

インターフェイスタイプを設定し、インターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

interfacetypenumber

例：

Router(config)# interface tunnel 0

ステップ 3   

指定したトンネルインターフェイスに対してパケットの

MPLSタギングをイネーブルにします。
mplsip

例：

Router(config-if)# mpls ip

ステップ 4   
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ハブルータでマルチプロトコル BGP を設定
VPNトラフィックに適用する VPNv4プレフィックスおよびラベルのアドバタイズをイネーブル
にするためには、MP-iBGPを設定する必要があります。BGPを使用して、ハブをルートリフレク
タとして設定します。すべてのトラフィックが強制的にハブ経由でルーティングされるようにす

るには、BGPルートリフレクタがルートリフレクタクライアント（スポーク）に VPNv4プレ
フィックスをアドバタイズする際に、自身をネクストホップとして指定するように設定します。

BGPルーティングプロトコルの詳細については、『Cisco IOS XE IP Routing: BGP Configuration
Guide』の「Cisco BGP Overview」の章を参照してください。

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. routerbgpautonomous-system-number
4. neighboripaddressremote-asas-number
5. neighboripaddressupdate-sourceinterface
6. address-familyvpnv4
7. neighboripaddressactivate
8. neighboripaddresssend-communityextended
9. neighboripaddressroute-reflector-client
10. neighboripaddressroute-mapnexthopout
11. exit
12. address-familyipv4vrf-name
13. redistributeconnected
14. route-mapmap-tag [permit| deny] [sequence-number]
15. setipnext-hopipaddress

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始し

ます。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   
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目的コマンドまたはアクション

BGPルーティングプロセスの設定をイネーブルにし
ます。

routerbgpautonomous-system-number

例：

Router(config)# router bgp 1

ステップ 3   

BGPネイバーテーブルまたはマルチプロトコル BGP
ネイバーテーブルにエントリを追加します。

neighboripaddressremote-asas-number

例：

Router(config-router)# neighbor 10.0.0.11
remote-as 1

ステップ 4   

BGPセッションで TCP接続の動作インターフェイス
が使用できるよう、Cisco IOS XEソフトウェアを設定
します。

neighboripaddressupdate-sourceinterface

例：

Router(config-router)# neighbor
10.10.10.11 update-source Tunnel1

ステップ 5   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを

開始し、VPNv4アドレスプレフィックスを使用する
ルーティングセッションを設定します。

address-familyvpnv4

例：

Router(config)# address-family vpnv4

ステップ 6   

BGPネイバーとの情報交換をイネーブルにします。neighboripaddressactivate

例：

Router(config-router-af)# neighbor
10.0.0.11 activate

ステップ 7   

拡張コミュニティの属性が BGPネイバーに送信され
るよう指定します。

neighboripaddresssend-communityextended

例：

Router(config-router-af)# neighbor
10.0.0.11 send-community extended

ステップ 8   

ルータを BGPルートリフレクタとして設定し、指定
したネイバーをそのクライアントとして設定します。

neighboripaddressroute-reflector-client

例：

Router(config-router-af)# neighbor
10.0.0.11 route-reflector-client

ステップ 9   

すべてのトラフィックが強制的にハブ経由でルーティ

ングされるようにします。

neighboripaddressroute-mapnexthopout

例：

Router(config-router-af)# neighbor
10.0.0.11 route-map nexthop out

ステップ 10   
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目的コマンドまたはアクション

VPNv4のアドレスファミリコンフィギュレーション
モードを終了します。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 11   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを

開始し、標準 IPv4アドレスプレフィックスを使用す
るルーティングセッションを設定します。

address-familyipv4vrf-name

例：

Router(config)# address-family ipv4 red

ステップ 12   

インターフェイス上で IPをイネーブルにしたことに
より自動的に確立されたルートを、あるルーティング

redistributeconnected

例：

Router(config-router-af)# redistribute
connected

ステップ 13   

ドメインから別のルーティングドメインへ再分配しま

す。

ルートマップコンフィギュレーションモードを開始

し、スポークにアドバタイズされるネクストホップを

設定します。

route-mapmap-tag [permit| deny]
[sequence-number]

例：

Router(config-router-af)# route-map cisco
permit 10

ステップ 14   

ネクストホップがハブになるように設定します。setipnext-hopipaddress

例：

Router(config-route-map)# set ip next-hop
10.0.0.1

ステップ 15   

スポークルータでのマルチプロトコル BGP の設定
DMVPNトンネル内のトラフィックをセグメント化するには、スポークルータとハブの両方でマ
ルチプロトコル iBGP（MP-iBGP）を設定する必要があります。DMVPN内のスポークルータごと
に、次の作業を実行します。
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手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. routerbgpautonomous-system-number
4. neighboripaddressremote-asas-number
5. neighboripaddressupdate-sourceinterface
6. address-familyvpnv4
7. neighboripaddressactivate
8. neighboripaddresssend-communityextended
9. exit
10. address-familyipv4vrf-name
11. redistributeconnected
12. exit

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

Router> enable

ステップ 1   

•パスワードを入力します（要求された場合）。

グローバルコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

configure terminal

例：

Router# configure terminal

ステップ 2   

BGPコンフィギュレーションモードを開始します。routerbgpautonomous-system-number

例：

Router(config)# router bgp 1

ステップ 3   

BGPネイバーテーブルまたはマルチプロトコルBGPネ
イバーテーブルにエントリを追加します。

neighboripaddressremote-asas-number

例：

Router(config-router)# neighbor
10.0.0.1 remote-as 1

ステップ 4   
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目的コマンドまたはアクション

BGPセッションで TCP接続の動作インターフェイスが
使用できるよう、Cisco IOSXEソフトウェアを設定しま
す。

neighboripaddressupdate-sourceinterface

例：

Router(config-router)# neighbor
10.10.10.1 update-source Tunnel1

ステップ 5   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを開

始し、VPNv4アドレスプレフィックスを使用するルー
ティングセッションを設定します。

address-familyvpnv4

例：

Router(config)# address-family vpnv4

ステップ 6   

BGPネイバーとの情報交換をイネーブルにします。neighboripaddressactivate

例：

Router(config-router-af)# neighbor
10.0.0.1 activate

ステップ 7   

拡張コミュニティの属性が BGPネイバーに送信される
よう指定します。

neighboripaddresssend-communityextended

例：

Router(config-router-af)# neighbor
10.0.0.1 send-community extended

ステップ 8   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを終

了します。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 9   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを開

始し、標準 IPv4アドレスプレフィックスを使用するルー
ティングセッションを設定します。

address-familyipv4vrf-name

例：

Router(config)# address-family ipv4 red

ステップ 10   

インターフェイス上で IPをイネーブルにしたことによ
り自動的に確立されたルートを、あるルーティングド

メインから別のルーティングドメインへ再分配します。

redistributeconnected

例：

Router(config-router-af)# redistribute
connected

ステップ 11   

アドレスファミリコンフィギュレーションモードを終

了します。

exit

例：

Router(config-router-af)# exit

ステップ 12   

VRFごとにステップ 10～ 12を繰り返しま
す。

（注）
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Dynamic Multipoint VPN のトラブルシューティング
DMVPNを設定した後、DMVPNが正常に動作していることを確認したり、DMVPN統計情報また
はセッションをクリアしたり、DMVPNをデバッグしたりするには、この作業の該当する手順を
実行します。これらのコマンドは任意の順序で使用できます。

セキュリティに対する脅威とそれに対抗するための暗号化技術は絶えず変化しています。暗号

化に関するシスコの最新の推奨事項については、『Next Generation Encryption』（NGE）ホワ
イトペーパーを参照してください。

（注）

手順の概要

1. cleardmvpnsession
2. cleardmvpnstatistics
3. debugdmvpn
4. debugdmvpncondition
5. debugnhrpcondition
6. debugnhrperror
7. loggingdmvpn
8. showcryptoipsecsa
9. showcryptoisakmpsa
10. showcryptomap
11. showdmvpn
12. showipnhrptraffic

手順の詳細

ステップ 1 cleardmvpnsession
このコマンドは DMVPNセッションをクリアします。次の例では、指定したトンネルのダイナミック
DMVPNセッションのみがクリアされます。

例：

Router# clear dmvpn session interface tunnel 5

次の例では、指定したトンネルのすべての DMVPNセッション（スタティックセッションとダイナミッ
クセッションの両方）がクリアされます。
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例：

Router# clear dmvpn session interface tunnel 5 static

ステップ 2 cleardmvpnstatistics
このコマンドは、DMVPN関連のカウンタをクリアする場合に使用します。次の例では、指定したトンネ
ルインターフェイスの DMVPN関連セッションカウンタをクリアする方法を示します。

例：

Router#
clear dmvpn statistics interface tunnel 5

ステップ 3 debugdmvpn
このコマンドは、DMVPNセッションをデバッグする場合に使用します。DMVPNのデバッグは、ある特
定の条件に応じてイネーブル化/ディセーブル化を切り替えることができます。DMVPNのデバッグには、
次のように 3つのレベルがあります。下位のレベルほど、細部のデバッグを実行できます。

•エラーレベル

•詳細レベル

•パケットレベル

次の例では、NHRP、ソケット、トンネル保護、および暗号情報に対するエラーデバッグをすべて表示す
る条件付き DMVPNデバッグをイネーブルにする方法を示します。

例：

Router# debug dmvpn error all

ステップ 4 debugdmvpncondition
このコマンドは、条件付きデバッグDMVPNセッションの情報を表示します。次の例では、特定のトンネ
ルインターフェイスに対して条件付きデバッグをイネーブルにする方法を示します。

例：

Router# debug dmvpn condition interface tunnel 5

ステップ 5 debugnhrpcondition
このコマンドは、特定の条件に基づくデバッグをイネーブルまたはディセーブルにします。次に、条件付

き NHRPデバッグをイネーブルにするためのコマンドの使用例を示します。

例：

Router#
debug nhrp condition

ステップ 6 debugnhrperror
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このコマンドは、NHRPエラーアクティビティに関する情報を表示します。次に、NHRPのエラーメッ
セージに対するデバッグをイネーブルにするためのコマンドの使用例を示します。

例：

Router#
debug nhrp error

ステップ 7 loggingdmvpn
このコマンドは、DMVPNのシステムロギングをイネーブルにする場合に使用します。次の例では、20
秒ごとに 1つのメッセージが生成される DMVPNのシステムロギングをイネーブルにする方法を示しま
す。

例：

Router(config)#
logging dmvpn rate-limit 20

次に、DMVPNメッセージがリスト表示されたシステムログの例を示します。

例：

%DMVPN-7-CRYPTO_SS: Tunnel101-192.0.2.1 socket is UP
%DMVPN-5-NHRP_NHS: Tunnel101 192.0.2.251 is UP
%DMVPN-5-NHRP_CACHE: Client 192.0.2.2 on Tunnel1 Registered.
%DMVPN-5-NHRP_CACHE: Client 192.0.2.2 on Tunnel101 came UP.
%DMVPN-3-NHRP_ERROR: Registration Request failed for 192.0.2.251 on Tunnel101

ステップ 8 showcryptoipsecsa
このコマンドは、現在の SAによって使用されている設定を表示します。次に、アクティブなデバイスの
IPsec SAステータスだけが表示される出力例を示します。

例：

Router#
show crypto ipsec sa active
interface: gigabitethernet0/0/0

Crypto map tag: to-peer-outside, local addr 209.165.201.3
protected vrf: (none
local ident (addr/mask/prot/port): (192.168.0.1/255.255.255.255/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (172.16.0.1/255.255.255.255/0/0)
current_peer 209.165.200.225 port 500
PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 3, #pkts encrypt: 3, #pkts digest: 3
#pkts decaps: 4, #pkts decrypt: 4, #pkts verify: 4
#pkts compressed: 0, #pkts decompressed: 0
#pkts not compressed: 0, #pkts compr. failed: 0
#pkts not decompressed: 0, #pkts decompress failed: 0
#send errors 0, #recv errors 0
local crypto endpt.: 209.165.201.3, remote crypto endpt.: 209.165.200.225
path mtu 1500, media mtu 1500
current outbound spi: 0xD42904F0(3559458032)
inbound esp sas:
spi: 0xD3E9ABD0(3555306448)
transform: esp-3des ,
in use settings ={Tunnel, }
conn id: 2006, flow_id: 6, crypto map: to-peer-outside
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4586265/3542)
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HA last key lifetime sent(k): (4586267)
ike_cookies: 9263635C CA4B4E99 C14E908E 8EE2D79C
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y
Status: ACTIVE

ステップ 9 showcryptoisakmpsa
このコマンドは、ピアの現在の IKE SAをすべて表示します。たとえば次の例は、2つのピア間の IKEネ
ゴシエーションが正常に実行された後に表示される出力です。

例：

Router# show crypto isakmp sa
dst src state conn-id slot
172.17.63.19 172.16.175.76 QM_IDLE 2 0
172.17.63.19 172.17.63.20 QM_IDLE 1 0
172.16.175.75 172.17.63.19 QM_IDLE 3 0

ステップ 10 showcryptomap
このコマンドは、クリプトマップの設定を表示します。次に、クリプトマップの設定が完了した後に表

示される出力例を示します。

例：

Router# show crypto map
Crypto Map "Tunnel5-head-0" 10 ipsec-isakmp

Profile name: vpnprof
Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
PFS (Y/N): N
Transform sets={trans2, }

Crypto Map "Tunnel5-head-0" 20 ipsec-isakmp
Map is a PROFILE INSTANCE.
Peer = 172.16.175.75
Extended IP access list

access-list permit gre host 172.17.63.19 host 172.16.175.75
Current peer: 172.16.175.75
Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
PFS (Y/N): N
Transform sets={trans2, }

Crypto Map "Tunnel5-head-0" 30 ipsec-isakmp
Map is a PROFILE INSTANCE.
Peer = 172.17.63.20
Extended IP access list

access-list permit gre host 172.17.63.19 host 172.17.63.20
Current peer: 172.17.63.20
Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
PFS (Y/N): N
Transform sets={trans2, }

Crypto Map "Tunnel5-head-0" 40 ipsec-isakmp
Map is a PROFILE INSTANCE.
Peer = 172.16.175.76
Extended IP access list

access-list permit gre host 172.17.63.19 host 172.16.175.76
Current peer: 172.16.175.76
Security association lifetime: 4608000 kilobytes/3600 seconds
PFS (Y/N): N
Transform sets={trans2, }
Interfaces using crypto map Tunnel5-head-0:

Tunnel5

ステップ 11 showdmvpn
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このコマンドは、DMVPN固有のセッション情報を表示します。次に、サマリー情報の出力例を示しま
す。

例：

Router# show dmvpn
Legend: Attrb --> S - Static, D - Dynamic, I - Incomplete

N - NATed, L - Local, X - No Socket
# Ent --> Number of NHRP entries with same NBMA peer

! The line below indicates that the sessions are being displayed for Tunnel1.
! Tunnel1 is acting as a spoke and is a peer with three other NBMA peers.
Tunnel1, Type: Spoke, NBMA Peers: 3,
# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
----- --------------- --------------- ----- -------- -----

2 192.0.2.21 192.0.2.116 IKE 3w0d D
1 192.0.2.102 192.0.2.11 NHRP 02:40:51 S
1 192.0.2.225 192.0.2.10 UP 3w0d S

Tunnel2, Type: Spoke, NBMA Peers: 1,
# Ent Peer NBMA Addr Peer Tunnel Add State UpDn Tm Attrb
----- --------------- --------------- ----- -------- -----

1 192.0.2.25 192.0.2.171 IKE never S

ステップ 12 showipnhrptraffic
このコマンドは、NHRPの統計情報を表示します。次に、特定のトンネル（tunnel7）に関する出力例を示
します。

例：

Router# s
how ip nhrp traffic interface tunnel7
Tunnel7: Max-send limit:10000Pkts/10Sec, Usage:0%

Sent: Total 79
18 Resolution Request 10 Resolution Reply 42 Registration Request
0 Registration Reply 3 Purge Request 6 Purge Reply
0 Error Indication 0 Traffic Indication

Rcvd: Total 69
10 Resolution Request 15 Resolution Reply 0 Registration Request
36 Registration Reply 6 Purge Request 2 Purge Reply
0 Error Indication 0 Traffic Indication

次の作業

「DMVPN用のハブの設定」と「DMVPN用のスポークの設定」の項に進みます。

Dynamic Multipoint VPN 機能の設定例

DMVPN 用のハブ設定例
次に、マルチポイント GRE/IPsec統合用のハブルータの設定例を示します。これは、すべてのス
ポークルータが対話可能なグローバル IPsecポリシーテンプレートを使用した設定方法で、各ス
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ポークに対する個別の設定を明示的に行う必要はありません。ここでは、EIGRPが、プライベー
ト物理インターフェイスおよびトンネルインターフェイスを介して実行されるように設定されて

います。

crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco47 address 0.0.0.0
!
crypto ipsec transform-set trans2 esp-des esp-md5-hmac
mode transport
!
crypto ipsec profile vpnprof
set transform-set trans2
!
interface Tunnel0
bandwidth 1000
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
! Ensures longer packets are fragmented before they are encrypted; otherwise, the receiving
router would have to do the reassembly.
ip mtu 1400
! The following line must match on all nodes that “want to use” this mGRE tunnel:
ip nhrp authentication donttell
! Note that the next line is required only on the hub.
ip nhrp map multicast dynamic
! The following line must match on all nodes that want to use this mGRE tunnel:
ip nhrp network-id 99
ip nhrp holdtime 300
! Turns off split horizon on the mGRE tunnel interface; otherwise, EIGRP will not advertise
routes that are learned via the mGRE interface back out that interface.
no ip split-horizon eigrp 1
! Enables dynamic, direct spoke-to-spoke tunnels when using EIGRP.
no ip next-hop-self eigrp 1
ip tcp adjust-mss 1360
delay 1000
! Sets IPsec peer address to Ethernet interface’s public address.
tunnel source Gigabitethernet 0/0/0
tunnel mode gre multipoint
! The following line must match on all nodes that want to use this mGRE tunnel.
tunnel key 100000
tunnel protection ipsec profile vpnprof
!
interface FastEthernet0/0/0
ip address 172.17.0.1 255.255.255.0
!
interface FastEthernet0/0/1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
!
router eigrp 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255
network 192.168.0.0 0.0.0.255
!

ISAKMPプロファイルの定義および設定の詳細については、『Cisco IOS XE Security Configuration
Guide: Secure Connectivity』の「Certificate to ISAKMP Profile Mapping」の章を参照してください。

DMVPN 用のスポーク設定例
次の例は、すべてのスポークを、トンネルとローカルインターフェイスアドレス以外は同じ内容

で設定する方法で、ユーザが行うべき設定操作を軽減できます。

crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco47 address 0.0.0.0
!
crypto ipsec transform-set trans2 esp-des esp-md5-hmac
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mode transport
!
crypto ipsec profile vpnprof
set transform-set trans2
!
interface Tunnel0
bandwidth 1000
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
ip mtu 1400
! The following line must match on all nodes that want to use this mGRE tunnel:
ip nhrp authentication donttell
! Definition of NHRP server at the hub (10.0.0.1), which is permanently mapped to the static
public address of the hub (172.17.0.1).
ip nhrp map 10.0.0.1 172.17.0.1
! Sends multicast packets to the hub router, and enables the use of a dynamic routing
protocol between the spoke and the hub.
ip nhrp map multicast 172.17.0.1
! The following line must match on all nodes that want to use this mGRE tunnel:
ip nhrp network-id 99
ip nhrp holdtime 300
! Configures the hub router as the NHRP next-hop server.
ip nhrp nhs 10.0.0.1
ip tcp adjust-mss 1360
delay 1000
tunnel source Gigabitethernet 0/0/0
tunnel mode gre multipoint
! The following line must match on all nodes that want to use this mGRE tunnel:
tunnel key 100000
tunnel protection ipsec profile vpnprof
!
! This is a spoke, so the public address might be dynamically assigned via DHCP.
interface FastEthernet0/0/0
ip address dhcp hostname Spoke1
!
interface FastEthernet0/0/1
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
! EIGRP is configured to run over the inside physical interface and the tunnel.
router eigrp 1
network 10.0.0.0 0.0.0.255
network 192.168.1.0 0.0.0.255

BGP 専用トラフィックセグメンテーションでの 2547oDMVPN の例
次に、PEデバイスとして動作する 2つのスポーク間でトラフィックをセグメント化するためのト
ラフィックセグメンテーションの設定例を示します。

ハブの設定

hostname hub-pe1
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
clock timezone EST 0
ip cef
no ip domain lookup
!This section refers to the forwarding table for VRF blue:
ip vrf blue
rd 2:2
route-target export 2:2
route-target import 2:2
!This section refers to the forwarding table for VRF red:
ip vrf red
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
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mpls label protocol ldp
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set t1 esp-des
mode transport
crypto ipsec profile prof
set transform-set t1
interface Tunnel1
ip address 10.9.9.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp authentication cisco
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 1
!The command below enables MPLS on the DMVPN network:
mpls ip
tunnel source Gigabitethernet 0/0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile prof
interface Loopback0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.255
interface Ethernet0/0/0
ip address 172.0.0.1 255.255.255.0
!The multiprotocol BGP route reflector (the hub) configuration changes the next-hop
information to set itself as the next-hop and assigns a new VPN label for the prefixes
learned from the spokes and advertises the VPN prefix:
router bgp 1
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.11 remote-as 1
neighbor 10.0.0.11 update-source Tunnel1
neighbor 10.0.0.12 remote-as 1
neighbor 10.0.0.12 update-source Tunnel1
no auto-summary
address-family vpnv4
neighbor 10.0.0.11 activate
neighbor 10.0.0.11 send-community extended
neighbor 10.0.0.11 route-reflector-client
neighbor 10.0.0.11 route-map nexthop out
neighbor 10.0.0.12 activate
neighbor 10.0.0.12 send-community extended
neighbor 10.0.0.12 route-reflector-client
neighbor 10.0.0.12 route-map nexthop out
exit
address-family ipv4 vrf red
redistribute connected
no synchronization
exit
address-family ipv4 vrf blue
redistribute connected
no synchronization
exit
no ip http server
no ip http secure-server
!In this route map information, the hub sets the next hop to itself, and the VPN prefixes
are advertised:
route-map cisco permit 10
set ip next-hop 10.0.0.1
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
no login
end
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スポークの設定

スポーク 2

hostname spoke-pe2
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
clock timezone EST 0
ip cef
no ip domain lookup
!This section refers to the forwarding table for VRF blue:
ip vrf blue
rd 2:2
route-target export 2:2
route-target import 2:2
!This section refers to the forwarding table for VRF red:
ip vrf red
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
mpls label protocol ldp
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set t1 esp-des
mode transport
crypto ipsec profile prof
set transform-set t1
interface Tunnel1
ip address 10.0.0.11 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp authentication cisco
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp map 10.0.0.1 172.0.0.1
ip nhrp map multicast 172.0.0.1
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 10.0.0.1
!The command below enables MPLS on the DMVPN network:
mpls ip
tunnel source Gigabitethernet 0/0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile prof
interface Loopback0
ip address 10.9.9.11 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0/0
ip address 172.0.0.11 255.255.255.0
!
!
interface FastEthernet1/0/0
ip vrf forwarding red
ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
interface FastEthernet2/0/0
ip vrf forwarding blue
ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
!The multiprotocol BGP route reflector (the hub) configuration changes the next-hop
information to set itself as the next-hop and assigns a new VPN label for the prefixes
learned from the spokes and advertises the VPN prefix:
router bgp 1
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.1 remote-as 1
neighbor 10.0.0.1 update-source Tunnel1
no auto-summary
address-family vpnv4
neighbor 10.0.0.1 activate
neighbor 10.0.0.1 send-community extended
exit
!

Dynamic Multipoint VPN コンフィギュレーションガイド
37

ダイナミックマルチポイント VPN
BGP 専用トラフィックセグメンテーションでの 2547oDMVPN の例



address-family ipv4 vrf red
redistribute connected
no synchronization
exit
!
address-family ipv4 vrf blue
redistribute connected
no synchronization
exit
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
no login
end

スポーク 3

hostname spoke-PE3
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
clock timezone EST 0
ip cef
no ip domain lookup
!This section refers to the forwarding table for VRF blue:
ip vrf blue
rd 2:2
route-target export 2:2
route-target import 2:2
!This section refers to the forwarding table for VRF red:
ip vrf red
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
mpls label protocol ldp
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set t1 esp-des
mode transport
crypto ipsec profile prof
set transform-set t1
interface Tunnel1
ip address 10.0.0.12 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp authentication cisco
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp map 10.0.0.1 172.0.0.1
ip nhrp map multicast 172.0.0.1
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 10.0.0.1
!The command below enables MPLS on the DMVPN network:
mpls ip
tunnel source Gigabitethernet 0/0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile prof
!
interface Loopback0
ip address 10.9.9.12 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0/0
ip address 172.0.0.12 255.255.255.0
interface FastEthernet1/0/0
ip vrf forwarding red
ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
interface FastEthernet2/0/0
ip vrf forwarding blue
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ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
!The multiprotocol BGP route reflector (the hub) configuration changes the next-hop
information to set itself as the next-hop and assigns a new VPN label for the prefixes
learned from the spokes and advertises the VPN prefix:
router bgp 1
no synchronization
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.0.0.1 remote-as 1
neighbor 10.0.0.1 update-source Tunnel1
no auto-summary
address-family vpnv4
neighbor 10.0.0.1 activate
neighbor 10.0.0.1 send-community extended
exit
address-family ipv4 vrf red
redistribute connected
no synchronization
exit
address-family ipv4 vrf blue
redistribute connected
no synchronization
exit
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
no login
end

エンタープライズブランチトラフィックセグメンテーションでの

2547oDMVPN の例
次に、企業のブランチオフィスに配置されている 2つのスポーク間でトラフィックをセグメント
化するための設定例を示します。この例では、DMVPN内の BGPネイバーに到達するルートを学
習するように、EIGRPが設定されています。

ハブの設定

hostname HUB
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
clock timezone EST 0
ip cef
no ip domain lookup
!This section refers to the forwarding table for VRF blue:
ip vrf blue
rd 2:2
route-target export 2:2
route-target import 2:2
!This refers to the forwarding table for VRF red:
ip vrf red
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
mpls label protocol ldp
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set t1 esp-des
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mode transport
crypto ipsec profile prof
set transform-set t1
interface Tunnel1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp authentication cisco
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp network-id 1
!EIGRP is enabled on the DMVPN network to learn the IGP prefixes:
no ip split-horizon eigrp 1
!The command below enables MPLS on the DMVPN network:
mpls ip
tunnel source Gigabitethernet 0/0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile prof
!This address is advertised by EIGRP and used as the BGP endpoint:
interface Loopback0
ip address 10.9.9.1 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0/0
ip address 172.0.0.1 255.255.255.0
!EIGRP is configured to learn the BGP peer addresses (10.9.9.x networks)
router eigrp 1
network 10.9.9.1 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.0.0.255
no auto-summary
!The multiprotocol BGP route reflector (the hub) configuration changes the next-hop
information to set itself as the next-hop and assigns a new VPN label for the prefixes
learned from the spokes and advertises the VPN prefix:
router bgp 1
no synchronization
bgp router-id 10.9.9.1
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.9.9.11 remote-as 1
neighbor 10.9.9.11 update-source Loopback0
neighbor 10.9.9.12 remote-as 1
neighbor 10.9.9.12 update-source Loopback0
no auto-summary
address-family vpnv4
neighbor 10.9.9.11 activate
neighbor 10.9.9.11 send-community extended
neighbor 10.9.9.11 route-reflector-client
neighbor 10.9.9.12 activate
neighbor 10.9.9.12 send-community extended
neighbor 10.9.9.12 route-reflector-client
exit
address-family ipv4 vrf red
redistribute connected
no synchronization
exit
address-family ipv4 vrf blue
redistribute connected
no synchronization
exit
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
no login
end

スポークの設定

スポーク 2

hostname Spoke2
boot-start-marker
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boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
clock timezone EST 0
ip cef
no ip domain lookup
!This section refers to the forwarding table for VRF blue:
ip vrf blue
rd 2:2
route-target export 2:2
route-target import 2:2
!This section refers to the forwarding table for VRF red:
ip vrf red
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
mpls label protocol ldp
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set t1 esp-des
mode transport
crypto ipsec profile prof
set transform-set t1
interface Tunnel1
ip address 10.0.0.11 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp authentication cisco
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp map 10.0.0.1 172.0.0.1
ip nhrp map multicast 172.0.0.1
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 10.0.0.1
!The command below enables MPLS on the DMVPN network:
mpls ip
tunnel source Gigabitethernet 0/0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile prof
!This address is advertised by EIGRP and used as the BGP endpoint:
interface Loopback0
ip address 10.9.9.11 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0/0
ip address 172.0.0.11 255.255.255.0
interface FastEthernet1/0/0
ip vrf forwarding red
ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
interface FastEthernet2/0/0
ip vrf forwarding blue
ip address 192.168.11.2 255.255.255.0
!EIGRP is enabled on the DMVPN network to learn the IGP prefixes:
router eigrp 1
network 10.9.9.11 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.0.0.255
no auto-summary
!The multiprotocol BGP route reflector (the hub) configuration changes the next-hop
information to set itself as the next-hop and assigns a new VPN label for the prefixes
learned from the spokes and advertises the VPN prefix:
router bgp 1
no synchronization
bgp router-id 10.9.9.11
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.9.9.1 remote-as 1
neighbor 10.9.9.1 update-source Loopback0
no auto-summary
address-family vpnv4
neighbor 10.9.9.1 activate
neighbor 10.9.9.1 send-community extended
exit
address-family ipv4 vrf red
redistribute connected
no synchronization
exit
address-family ipv4 vrf blue
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redistribute connected
no synchronization
exit
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
no login
end

スポーク 3

hostname Spoke3
boot-start-marker
boot-end-marker
no aaa new-model
resource policy
clock timezone EST 0
ip cef
no ip domain lookup
!This section refers to the forwarding table for VRF blue:
ip vrf blue
rd 2:2
route-target export 2:2
route-target import 2:2
!This section refers to the forwarding table for VRF red:
ip vrf red
rd 1:1
route-target export 1:1
route-target import 1:1
mpls label protocol ldp
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share
crypto isakmp key cisco address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto ipsec transform-set t1 esp-des
mode transport
crypto ipsec profile prof
set transform-set t1
interface Tunnel1
ip address 10.0.0.12 255.255.255.0
no ip redirects
ip nhrp authentication cisco
ip nhrp map multicast dynamic
ip nhrp map 10.0.0.1 172.0.0.1
ip nhrp map multicast 172.0.0.1
ip nhrp network-id 1
ip nhrp nhs 10.0.0.1
!The command below enables MPLS on the DMVPN network:
mpls ip
tunnel source Gigabitethernet 0/0/0
tunnel mode gre multipoint
tunnel protection ipsec profile prof
!This address is advertised by EIGRP and used as the BGP endpoint:
interface Loopback0
ip address 10.9.9.12 255.255.255.255
interface FastEthernet0/0/0
ip address 172.0.0.12 255.255.255.0
interface FastEthernet1/0/0
ip vrf forwarding red
ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
interface FastEthernet2/0/0
ip vrf forwarding blue
ip address 192.168.12.2 255.255.255.0
!EIGRP is enabled on the DMVPN network to learn the IGP prefixes:
router eigrp 1
network 10.9.9.12 0.0.0.0
network 10.0.0.0 0.0.0.255
no auto-summary
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!The multiprotocol BGP route reflector (the hub) configuration changes the next-hop
information to set itself as the next-hop and assigns a new VPN label for the prefixes
learned from the spokes and advertises the VPN prefix:
router bgp 1
no synchronization
bgp router-id 10.9.9.12
bgp log-neighbor-changes
neighbor 10.9.9.1 remote-as 1
neighbor 10.9.9.1 update-source Loopback0
no auto-summary
address-family vpnv4
neighbor 10.9.9.1 activate
neighbor 10.9.9.1 send-community extended
exit
address-family ipv4 vrf red
redistribute connected
no synchronization
exit
address-family ipv4 vrf blue
redistribute connected
no synchronization
exit
no ip http server
no ip http secure-server
control-plane
line con 0
logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
no login
end

コマンドの出力例：show mpls ldp bindings

Spoke2# show mpls ldp bindings
tib entry: 10.9.9.1/32, rev 8

local binding: tag: 16
remote binding: tsr: 10.9.9.1:0, tag: imp-null

tib entry: 10.9.9.11/32, rev 4
local binding: tag: imp-null
remote binding: tsr: 10.9.9.1:0, tag: 16

tib entry: 10.9.9.12/32, rev 10
local binding: tag: 17
remote binding: tsr: 10.9.9.1:0, tag: 17

tib entry: 10.0.0.0/24, rev 6
local binding: tag: imp-null
remote binding: tsr: 10.9.9.1:0, tag: imp-null

tib entry: 172.0.0.0/24, rev 3
local binding: tag: imp-null
remote binding: tsr: 10.9.9.1:0, tag: imp-null

Spoke2#

コマンドの出力例：show mpls forwarding-table

Spoke2# show mpls forwarding-table

Local Outgoing Prefix Bytes tag Outgoing Next Hop
tag tag or VC or Tunnel Id switched interface
16 Pop tag 10.9.9.1/32 0 Tu1 10.0.0.1
17 17 10.9.9.12/32 0 Tu1 10.0.0.1
18 Aggregate 192.168.11.0/24[V] \

0
19 Aggregate 192.168.11.0/24[V] \

0
Spoke2#
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コマンドの出力例：show ip route vrf red

Spoke2# show ip route vrf red
Routing Table: red
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
B 192.168.12.0/24 [200/0] via 10.9.9.12, 00:00:02
C 192.168.11.0/24 is directly connected, FastEthernet1/0/0
Spoke2#

コマンドの出力例：show ip route vrf blue

Spoke2# show ip route vrf blue
Routing Table: blue
Codes: C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2
i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is not set
B 192.168.12.0/24 [200/0] via 10.9.9.12, 00:00:08
C 192.168.11.0/24 is directly connected, FastEthernet2/0/0
Spoke2#
Spoke2# show ip cef vrf red 192.168.12.0
192.168.12.0/24, version 5, epoch 0
0 packets, 0 bytes
tag information set
local tag: VPN-route-head
fast tag rewrite with Tu1, 10.0.0.1, tags imposed: {17 18}

via 10.9.9.12, 0 dependencies, recursive
next hop 10.0.0.1, Tunnel1 via 10.9.9.12/32
valid adjacency
tag rewrite with Tu1, 10.0.0.1, tags imposed: {17 18}

Spoke2#

コマンドの出力例：show ip bgp neighbors

Spoke2# show ip bgp neighbors

BGP neighbor is 10.9.9.1, remote AS 1, internal link
BGP version 4, remote router ID 10.9.9.1
BGP state = Established, up for 00:02:09
Last read 00:00:08, last write 00:00:08, hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

Neighbor capabilities:
Route refresh: advertised and received(old & new)
Address family IPv4 Unicast: advertised and received
Address family VPNv4 Unicast: advertised and received

Message statistics:
InQ depth is 0
OutQ depth is 0

Sent Rcvd
Opens: 1 1
Notifications: 0 0
Updates: 4 4
Keepalives: 4 4
Route Refresh: 0 0
Total: 9 9

Default minimum time between advertisement runs is 0 seconds
For address family: IPv4 Unicast
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BGP table version 1, neighbor version 1/0
Output queue size : 0
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
1 update-group member

Sent Rcvd
Prefix activity: ---- ----
Prefixes Current: 0 0
Prefixes Total: 0 0
Implicit Withdraw: 0 0
Explicit Withdraw: 0 0
Used as bestpath: n/a 0
Used as multipath: n/a 0

Outbound Inbound
Local Policy Denied Prefixes: -------- -------
Total: 0 0

Number of NLRIs in the update sent: max 0, min 0
For address family: VPNv4 Unicast
BGP table version 9, neighbor version 9/0
Output queue size : 0
Index 1, Offset 0, Mask 0x2
1 update-group member

Sent Rcvd
Prefix activity: ---- ----
Prefixes Current: 2 2 (Consumes 136 bytes)
Prefixes Total: 4 2
Implicit Withdraw: 2 0
Explicit Withdraw: 0 0
Used as bestpath: n/a 2
Used as multipath: n/a 0

Outbound Inbound
Local Policy Denied Prefixes: -------- -------
ORIGINATOR loop: n/a 2
Bestpath from this peer: 4 n/a
Total: 4 2

Number of NLRIs in the update sent: max 1, min 1
Connections established 1; dropped 0
Last reset never

Connection state is ESTAB, I/O status: 1, unread input bytes: 0
Connection is ECN Disabled
Local host: 10.9.9.11, Local port: 179
Foreign host: 10.9.9.1, Foreign port: 12365
Enqueued packets for retransmit: 0, input: 0 mis-ordered: 0 (0 bytes)
Event Timers (current time is 0x2D0F0):
Timer Starts Wakeups Next
Retrans 6 0 0x0
TimeWait 0 0 0x0
AckHold 7 3 0x0
SendWnd 0 0 0x0
KeepAlive 0 0 0x0
GiveUp 0 0 0x0
PmtuAger 0 0 0x0
DeadWait 0 0 0x0
iss: 3328307266 snduna: 3328307756 sndnxt: 3328307756 sndwnd: 15895
irs: 4023050141 rcvnxt: 4023050687 rcvwnd: 16384 delrcvwnd: 0
SRTT: 165 ms, RTTO: 1457 ms, RTV: 1292 ms, KRTT: 0 ms
minRTT: 0 ms, maxRTT: 300 ms, ACK hold: 200 ms
Flags: passive open, nagle, gen tcbs
IP Precedence value : 6
Datagrams (max data segment is 536 bytes):
Rcvd: 13 (out of order: 0), with data: 7, total data bytes: 545
Sent: 11 (retransmit: 0, fastretransmit: 0, partialack: 0, Second Congestion: 0), with data:
6, total data bytes: 489
Spoke2#
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その他の参考資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Commands List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS XE Security Configuration Guide:
Secure Connectivity』の「Call Admission Control
for IKE」の章

コールアドミッション制御

『Cisco IOS XE Security Configuration Guide:
Secure Connectivity』の「Configuring Internet Key
Exchange for IPSec VPNs」の章

IKEの設定作業（IKEポリシーの定義など）

『Cisco IOS XE Security Configuration Guide:
Secure Connectivity』の「Configuring Security for
VPNs with IPsec」の章

IPsecの設定作業

『Cisco IOS XE Security Configuration Guide:
Secure Connectivity』の「VRF-Aware IPsec」の章

VRF対応 IPsecの設定

『Cisco IOS XE Multiprotocol Label Switching
Configuration Guide』の「Multiprotocol Label
Switching (MPLS) on Cisco Routers」の章

MPLSの設定

『Cisco IOS XE IP Routing: BGP Configuration
Guide』の「Cisco BGP Overview」の章

BGPの設定

『System Messages for Cisco IOS XE Software』システムメッセージ

『Cisco IOS XE Security Configuration Guide:
Secure Connectivity』の「Certificate to ISAKMP
Profile Mapping」の章

ISAKMPプロファイルの定義と設定

『Cisco IOS Security Command Reference』セキュリティコマンド

『Next Generation Encryption』推奨される暗号化アルゴリズム
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標準

タイトル標準

--この機能でサポートされる新規の標準または変

更された標準はありません。また、既存の標準

のサポートは変更されていません。

MIB

MIB のリンクMIB

選択したプラットフォーム、Ciscoソフトウェ
アリリース、およびフィーチャセットのMIB
を検索してダウンロードする場合は、次のURL
にある Cisco MIB Locatorを使用します。

http://www.cisco.com/go/mibs

この機能によってサポートされる新しいMIB
または変更されたMIBはありません。またこ
の機能による既存MIBのサポートに変更はあ
りません。

RFC

タイトルRFC

『BGP/MPLS VPNs』RFC 2547

シスコのテクニカルサポート

リンク説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html右の URLにアクセスして、シスコのテクニカ
ルサポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストール

して設定したり、シスコの製品やテクノロジー

に関する技術的問題を解決したりするために使

用してください。このWebサイト上のツール
にアクセスする際は、Cisco.comのログイン ID
およびパスワードが必要です。

Dynamic Multipoint VPN の機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフト

ウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだけを
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示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリースでも

サポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を検索

するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするには、
www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1：Dynamic Multipoint VPN の機能情報

機能情報リリース機能名

DMVPN機能を使用すると、
GREトンネル、IPsec暗号化、
およびNHRPを組み合わせるこ
とにより、目的に合せて大小さ

まざまな規模の IPsecVPNを構
築できます。

Cisco IOS XE Release 2.1DMVPNフェーズ 1

DMVPNスポークツースポーク
機能は、実稼働環境での使用に

も十分対応できるようになりま

した。

Cisco IOS XE Release 2.1DMVPNフェーズ 2

ネットワークアドレス変換透

過性（NAT-T）対応DMVPNの
拡張機能が追加されました。ま

た、DMVPNハブツースポーク
機能は、実稼働環境での使用に

も十分対応できるようになりま

した。

Cisco IOS XE Release 2.1NAT透過性対応 DMVPN

   Dynamic Multipoint VPN コンフィギュレーションガイド
48

ダイナミックマルチポイント VPN
Dynamic Multipoint VPN の機能情報

http://www.cisco.com/go/cfn


機能情報リリース機能名

DMVPNセッションは、デバッ
グ、表示出力、セッションとカ

ウンタの制御、およびシステム

ログ情報に関するDMVPN専用
コマンドを使用することで、よ

り容易に管理できるようになり

ました。

この機能に関する詳細について

は、次の項を参照してくださ

い。

• DynamicMultipoint VPNの
トラブルシューティング

この機能により、次のコマンド

が導入または変更されました。

cleardmvpnsession、
cleardmvpnstatistics、
debugdmvpn、
debugdmvpncondition、
debugnhrpcondition、
debugnhrperror、
loggingdmvpn、showdmvpn、
showipnhrptraffic

Cisco IOS XE Release 2.5DMVPNの管理を容易にするた
めの拡張機能

2547oDMVPN機能を使用する
と、各 VRFの送信元および宛
先を示すMPLSラベルを VRF
インスタンスに適用することに

より、DMVPNトンネル内の
VPNトラフィックをセグメン
ト化できます。

Cisco IOS XE Release 2.5DMVPN：DMVPN内のトラ
フィックセグメンテーション

のイネーブル化

用語集
AM：アグレッシブモード。IKEネゴシエーション実行中のモードです。MMと比較すると、AM
はいくつかのプロセスが省略されているため動作は速くなりますが、セキュリティ性能は低くな

ります。Cisco IOS XEソフトウェアでは、アグレッシブモードを開始した IKEピアにアグレッシ
ブモードで応答します。

GRE：総称ルーティングカプセル化。トンネルを構成することにより、共有WAN全体に特定の
経路を確保するとともに、特定の宛先へトラフィックを確実に送り届けるため新たなパケット
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ヘッダーでトラフィックをカプセル化します。トラフィックにとってトンネルの入口となるのは

エンドポイントに限られるため、プライベートなネットワークを実現できます。トンネルそのも

のは、暗号化のように高い機密性を確保する手段にはなりませんが、暗号化されたトラフィック

をトンネル経由で送信することは可能です。

GREトンネリングを使用すると、非 IPトラフィックを IPにカプセル化して、インターネットや
IPネットワーク上に送信することもできます。非 IPトラフィックに該当するのは、インターネッ
トパケット交換（IPX）プロトコルや AppleTalkプロトコルなどのトラフィックです。

IKE：インターネットキー交換。Oakleyキー交換や Skemeキー交換を ISAKMPフレームワーク
内部に実装したハイブリッドプロトコルです。IKEは、他のプロトコルでも使用できますが、初
期実装されるのは IPsecです。IKEは、IPsecピアを認証し、IPsecキーをネゴシエーションし、
IPsecセキュリティアソシエーションを実行します。

IPSec：IPセキュリティ。インターネット技術特別調査委員会（IETF）によって開発されたオープ
ン規格のフレームワークです。IPSecは、インターネットなどの保護されていないネットワークを
使用して機密情報を送信する場合に、セキュリティを提供します。IPsecはネットワーク層で機能
し、Ciscoルータなどの参加している IPsec装置（ピア）間の IPパケットを保護および認証しま
す。

ISAKMP：Internet Security Association KeyManagement Protocol。ペイロード形式、キー交換プロト
コル実装の方法、およびセキュリティアソシエーションのネゴシエーションを定義するプロトコ

ルフレームワークです。

MM：メインモード。MMでは、IKEピアに対してより多くのセキュリティプロポーザルが提供
されます。そのためMMは、アグレッシブモードに比べると動作速度は劣りますが、セキュリ
ティ性能や柔軟性の面では優れたモードです。IKE認証（RSAシグニチャ、RSA暗号、または事
前共有キー）では、MMがデフォルトで開始されます。

NHRP：Next Hop Resolution Protocol。ルータ、アクセスサーバ、およびホストは、NHRPを使用
して、NBMAネットワークに接続された他のルータおよびホストのアドレスを検出できます。

シスコによる NHRPの実装では、IETFドラフトバージョン 11の NBMA Next Hop Resolution
Protocol（NHRP）をサポートしています。

また、IPバージョン 4およびインターネットパケット交換（IPX）ネットワーク層をサポートし
ているほか、リンク層では、ATM、FastEthernet、SMDS、およびマルチポイントトンネルネット
ワークもサポートしています。NHRPはFastEthernet上で使用できますが、FastEthernetではブロー
ドキャストが可能であるため、NHRPを FastEthernetメディアに実装する必要はありません。IPX
に対して FastEthernetのサポートは不要です（サポートはありません）。

PFS：Perfect Forward Secrecy。これは、導き出される共有秘密値に関連する暗号特性です。PFSを
使用すると、1つのキーが損なわれても、これ以降のキーは前のキーの取得元から取得されない
ため、前および以降のキーには影響しません。

SA：セキュリティアソシエーション。2つ以上のエンティティ間で、安全な通信を行うためのセ
キュリティサービスをどのように使用するかを規定したものです。たとえば IPsecの SAでは、
IPsec接続の際に使用される暗号化アルゴリズム（使用される場合）、認証アルゴリズム、および
共有セッションキーが定義されます。
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IPsecおよび IKEでは、接続パラメータの識別に必ず SAが使用されます。IKEでは、独自に SA
をネゴシエーションして確立できます。IPsecの SAは、IKEにより確立することも、ユーザ設定
により確立することもできます。

トランスフォーム：データフローに対し、データ認証、データの機密性の確保、およびデータ圧

縮を目的として行われる一連の処理。たとえば、トランスフォームには、HMACMD5認証アルゴ
リズムを使用する ESPプロトコル、56ビット DES暗号規格アルゴリズムを使用する AHプロト
コルおよび HMAC-SHA認証アルゴリズムを使用する ESPプロトコルなどがあります。

VPN：バーチャルプライベートネットワーク。複数のピアで構成されるフレームワークで、各ピ
ア間では、他のパブリックインフラストラクチャを介して機密データがセキュアに転送されま

す。このフレームワークでは、すべてのデータをトンネルして暗号化するプロトコルによって、

着信ネットワークトラフィックおよび発信ネットワークトラフィックが保護されます。また、

ネットワークをローカルトポロジの外部にまで拡張できるほか、リモートユーザがダイレクト

ネットワーク接続の状況を確認したり、その機能を利用したりすることも可能です。
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