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この章の構成
• 「このマニュアルについて」（P.1）

• 「関連資料」（P.3）

このマニュアルについて
『Cisco IOS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド：セキュア接続』では、Internet Key 
Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）、Public Key Infrastructure（PKI; 公開鍵イン

フラストラクチャ）、および Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）

の各テクノロジーを備えた IP security（IPsec; IP セキュリティ）を使用して、ネットワークを管理お

よびその安全を確保し、また通信の品質を落とさずに、音声アプリケーションおよびクライアント 
サーバ アプリケーションなど、複雑でミッション クリティカルなトラフィックを高い信頼性で転送す

る方法について説明します。

この章では、次の内容を説明します。

• 「IPsec」（P.1）

• 「IKE」（P.2）

• 「PKI」（P.2）

• 「VPN」（P.2）

IPsec

IPsec により、インターネットなどの保護されていないネットワーク上で機密性の高い情報を送信する

際にセキュリティを確保します。IPsec では、データ認証サービスおよびアンチ リプレイ サービスの

他にデータ機密保持サービスが提供されます。
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IKE

IKE とは、IPsec 標準とともに使用される鍵管理プロトコル標準です。IPsec の設定には必ずしも IKE 
は必要ありませんが、IKE では、IPsec 標準に対する新機能が追加されているほか、設定をより柔軟か

つ容易に行えるよう、IPsec のサポートが強化されています。

PKI

PKI は、IPsec、Secure Shell（SSH; セキュア シェル）、および Secure Socket Layer（SSL）などの 
Cisco IOS セキュリティ プロトコルを導入することで、ネットワークの安全確保、管理オーバーヘッド

の削減、およびネットワーク インフラストラクチャの導入の簡略化といったスケーラブルな方法を実

現しています。Cisco IOS ソフトウェアは、PKI を使用して、アクセス リストおよび認証リソースを使

用した認証を行うこともできます。

VPN

VPN ソリューションは、Standard IPsec、Dynamic Multipoint VPN（DMVPN; ダイナミック マルチポ

イント VPN）、Easy VPN、Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）ト

ンネリング、および Group Encrypted Transport VPN（GET VPN）といった基礎となる 5 つの VPN テ
クノロジーに基づいて構築されています。各テクノロジーにはそれぞれ利点があり、特定の導入要件を

満たすようカスタマイズされています。表 1 では、これらのテクノロジーを比較しています。

表 1 VPN ソリューションの比較

標準 IPsec VPN
利点

• サイト間を暗号化する。

• Quality of Service（QoS）をサポートする。

使用目的

• マルチベンダー相互運用性が必要な場合。

Cisco DMVPN

利点

• ポイントツーポイントの暗号化設定と管理を簡略化する。

• オンデマンドのスポークツースポーク トンネルを提供

する。

• QoS、マルチキャスト、およびルーティングをサポート

する。

使用目的

• QoS、マルチキャスト、およびルーティングをサポート

しながら、ハブアンドスポーク VPN の設定を簡略化す

るため。

• ロースケールなオンデマンド メッシングを提供するため。

Cisco Easy VPN

利点

• ダイナミックな設定ポリシー プッシュを通して、IPsec 
およびリモートサイト デバイス マネジメントを簡略化

する。

• QoS をサポートする。

使用目的

• VPN および管理全体を簡略化することが主な目的

（ただし、限られたネットワーキング機能だけを使用）

の場合。

• さまざまな Cisco VPN 製品の単純でありながら統合され

た設定フレームワークを提供するため。
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関連資料
このマニュアルの他に、Cisco.com にはセキュア接続に関する他の資料もありますが、数が多いためこ

こでは割愛します。セキュア接続の詳細またはその他の参考資料については、Cisco.com で、目的の題

名またはタイトルを指定して検索してください。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
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The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、および図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスおよび電話番号が使用され

ていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

Cisco GRE ベース VPN
利点

• IPsec VPN 全体でマルチキャストの転送とトラフィック

のルーティングをイネーブルにする。

• 非 IP プロトコルをサポートする。

• QoS をサポートする。

使用目的

• ルーティングを VPN 全体でサポートする必要がある場合。

• ハブアンドスポーク DMVPN と同じ機能を実行するが、

より詳細な設定が必要な場合。

Cisco GET VPN

利点

• IP および Multiprotocol Label Switching（MPLS; マル

チプロトコル ラベル スイッチング）WAN 上の暗号化

統合を簡略化する。

• ポイントツーポイント キー ペアではなく、グループ 
キー入力を使用して、暗号化管理を簡略化する。

• サイト間で、スケーラブルで管理可能な any-to-any 接続

をイネーブルにする。

• QoS、マルチキャスト、およびルーティングをサポート

する。

使用目的

• any-to-any 接続およびネットワーキング機能を保持しな

がら、MPLS または IP WAN へ暗号化を追加するため。

• IPsec VPN に対して、スケーラブルな、フルタイム メッ

シングをイネーブルにするため。

• 小型のルータがメッシュ ネットワークに参加できるよう

にするため。

• QoS、マルチキャスト、およびルーティングをサポート

しながら、暗号キー管理を簡略化するため。

表 1 VPN ソリューションの比較 （続き）

標準 IPsec VPN
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IPsec VPN のインターネット キー エクス
チェンジの設定

この章では、基本的な IP Security（IPsec; IP セキュリティ）Virtual Private Network（VPN; バーチャ

ル プライベート ネットワーク）用の Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェン

ジ）プロトコルの設定方法について説明します。IKE とは、IPsec 標準とともに使用されるキー管理プ

ロトコル標準です。IPsec は、IP パケットに対して強力な認証や暗号化を実現する IP セキュリティ機

能です。

IPsec の設定には必ずしも IKE は必要ありませんが、IKE では、IPsec 標準に対する新機能が追加され

ているほか、設定をより柔軟かつ容易に行えるよう、IPsec のサポートが強化されています。

IKE は、Oakley キー交換や Skeme キー交換を Internet Security Association and Key Management 
Protocol（ISAKMP; インターネット セキュリティ アソシエーションおよびキー管理プロトコル）フ

レームワーク内部に実装したハイブリッド プロトコルです（ISAKMP、Oakley、および Skeme は、

IKE により実装されるセキュリティ プロトコルです）。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「IPsec VPN の IKE 設定に関する機能情報」（P.25）
を参照してください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「IKE 設定の前提条件」（P.2）

• 「IKE 設定の制約事項」（P.2）

• 「IPsec VPN の IKE 設定について」（P.2）

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/go/cfn
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  IKE 設定の前提条件
• 「IPsec VPN の IKE 設定方法」（P.5）

• 「IKE コンフィギュレーションの設定例」（P.20）

• 「関連情報」（P.23）

• 「その他の参考資料」（P.23）

IKE 設定の前提条件
• 「IPsec を使用した VPN のセキュリティ設定」の章で説明している概念および作業を理解している

必要があります。

• ご使用の Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）が IKE と互換性があること

を確認してください。IKE ネゴシエーションではポート 500 で User Datagram Protocol（UDP; 
ユーザ データグラム プロトコル）を使用するため、IKE および IPsec が使用するインターフェイ

スで UDP ポート 500 のトラフィックがブロックされないように ACL を設定しておく必要があり

ます。場合によっては、UDP ポート 500 のトラフィックを明示的に許可するために、ACL にス

テートメントを追加する必要があります。

IKE 設定の制約事項
IKE ネゴシエーションの設定では、次の制約事項が適用されます。

• ルータの初期化では、リモートピアの認証は必要ありません。

• 事前共有キーは、両方のピアで Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイン名）を使用

する必要があります（事前共有キーを設定するには、crypto isakmp key コマンドを入力します）。

• 各通信ルータは、互いの FQDN ホスト エントリを設定に保持している必要があります。

• 通信ルータはホスト名で認証するように設定する必要があります（IP アドレスではありません）。

このため、crypto isakmp identity hostname コマンドを使用する必要があります。

IPsec VPN の IKE 設定について
IPsec VPN の IKE を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「IKE での使用にサポートされている標準」（P.2）

• 「IKE の利点」（P.4）

• 「IKE のメイン モードとアグレッシブ モード」（P.4）

IKE での使用にサポートされている標準

シスコでは次の標準を採用しています。

• IPsec：IP Security Protocol（IPsec; IP セキュリティ プロトコル）。IPsec はオープン規格のフレー

ムワークであり、これにより、参加ピア間でデータ機密性、データ整合性、およびデータ認証が提

供されます。IPsec は、これらのセキュリティ サービスを IP レイヤで提供します。IPsec は、IKE 
を使用して、ローカル ポリシーに基づいてプロトコルのネゴシエーションおよびアルゴリズムを
2
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処理し、IPsec で使用される暗号化キーと認証キーを生成します。IPsec は、1 組のホスト間、1 組
のセキュリティ ゲートウェイ間、またはセキュリティ ゲートウェイとホスト間で 1 つ以上のデー

タ フローを保護するために使用できます。

• ISAKMP：Internet Security Association and Key Management Protocol（インターネット セキュリ

ティ アソシエーションおよびキー管理プロトコル）。ペイロード形式、キー交換プロトコルの実装

メカニズム、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。

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

• Skeme：キー交換プロトコルの 1 つで、キーをすばやく更新しながら認証済みのキー関連情報を取

得する方法を定義します。

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

• AES：Advanced Encryption Standard（AES; 高度暗号化規格）。暗号アルゴリズムの 1 つで、重要

ではあるが機密扱いではない情報を保護します。AES は、IPsec および IKE 用のプライバシー変

換であり、Data Encryption Standard（DES; データ暗号規格）に代わる規格として開発されまし

た。AES は DES よりセキュリティを向上させるために設計されています。具体的には、AES は、

キーのサイズが従来より大きく、侵入者が既知の方式でメッセージを解読するには、キーを総当た

りで試すしかありません。AES のキーは可変長であり、アルゴリズムは 128 ビット キー（デフォ

ルト）、192 ビット キー、または 256 ビット キーを指定できます。

• DES：Data Encryption Standard（DES; データ暗号規格）。パケット データの暗号化に使用される

アルゴリズムです。IKE は Explicit IV 標準の 56 ビット DES-CBC を実装しています。Cipher 
Block Chaining（CBC）では、暗号化の開始に Initialization Vector（IV; 初期ベクター）が必要で

す。IV は IPsec パケットに明示的に指定されます。

また Cisco IOS ソフトウェアは、特定のプラットフォームで使用可能なソフトウェア バージョンに

応じて、3DES（168 ビット）暗号化も実装します。トリプル DES（3DES）は強力な暗号化方式で

あり、これにより、機密性の高い情報を非信頼ネットワーク上で送信できます。この暗号化方式を

使用することで、（特に金融業界の）お客様はネットワーク レイヤでの暗号化を実現できます。

（注） 強力な暗号化を使用する Cisco IOS イメージ（56 ビット データ暗号化機能セットを含むが

これに限定されない）は、米国輸出規制の対象となり、配布が制限されます。米国以外の

国でインストールされるイメージには、輸出許可が必要です。米国政府の規制により、お

客様の注文が拒否されたり、納入が遅れたりすることがあります。詳細については、営業

担当者または販売業者、あるいは export@cisco.com までお問い合せください。

• SEAL：Software Encryption Algorithm（SEAL; ソフトウェア暗号化アルゴリズム）。ソフトウェ

ア ベースの DES、3DES、および AES に代わるアルゴリズムです。SEAL 暗号化では、160 ビッ

トの暗号キーが使用され、他のソフトウェアベースのアルゴリズムに比べて、CPU に与える影響

は小さくなります。

• Diffie-Hellman：公開キー暗号法プロトコルの 1 つで、2 者間に、セキュアでない通信チャネルに

よる共有秘密を確立できます。Diffie-Hellman は、IKE 内でセッション キーを確立するために使

用されます。768 ビット（デフォルト）、1024 ビット、1536 ビットの各 Diffie-Hellman グループ

がサポートされています。

• MD5：メッセージ ダイジェスト 5（Hash-Based Message Authentication Code（HMAC; ハッシュ 
ベースのメッセージ認証コード））バリアント）。ハッシュ アルゴリズムの 1 つで、パケット デー

タの認証に使用されます。HMAC は別のレベルのハッシュのバリアントです。

• SHA-2 および SHA-1 ファミリ（HMAC バリアント）：Secure Hash Algorithm（SHA; セキュア 
ハッシュ アルゴリズム）の 1 および 2。SHA-1 および SHA-2 は、パケット データの認証および 
IKE プロトコルの整合性確認メカニズムの検証に使用されるハッシュ アルゴリズムです。HMAC 
は別のレベルのハッシュのバリアントです。SHA-2 ファミリには、SHA-256 ビットのハッシュ ア
3
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ルゴリズムと SHA-384 ビットのハッシュ アルゴリズムが加わっています。この機能は Suite-B の
要件に含まれています。Suite-B は、IKE および IPSec で使用するための暗号化アルゴリズムの 4 
つのユーザ インターフェイス スイートで構成され、RFC 4869 に記述されています。各スイート

は、暗号化アルゴリズム、デジタル署名アルゴリズム、キー合意アルゴリズム、ハッシュまたは

メッセージ ダイジェスト アルゴリズムで構成されています。Cisco IOS での Suite-B サポートに関

する詳細については、『Configuring Security for VPNs with IPsec』フィーチャ モジュールを参照

してください。

• RSA シグニチャおよび RSA 暗号化ナンス：RSA は、ロナルド・リベスト、アディ・シャミア、

レオナルド・エーデルマンの 3 人によって開発された公開キー暗号化システムです。RSA シグニ

チャは否認防止を実行し、RSA 暗号化ナンスは否認を実行します（否認および否認防止は追跡可

能性と関係があります）。

IKE は、X.509v3 証明書と相互運用されます。X.509v3 は、認証に公開キーが必要な場合に IKE プロ

トコルと使用されます。この認証サポートを使用すると、各装置に同等のデジタル ID カードを付与す

ることで、保護されたネットワークを拡張できます。2 つの装置が通信する際、デジタル証明書を交換

することで ID を証明します（これにより、各ピアで公開キーを手動で交換したり、各ピアで共有キー

を手動で指定したりする必要がなくなります）。

IKE の利点

IKE は自動で IPsec security associations（SA; セキュリティ アソシエーション）をネゴシエーション

するため、手間のかかる手動の事前設定をすることなしに IPsec によるセキュアな通信を実現できま

す。特に、IKE には次のような利点があります。

• 両ピアのクリプト マップで、すべての IPsec セキュリティ パラメータの手動による指定が不要。

• IPsec SA のライフタイムが指定可能。

• IPsec セッション中に暗号キーの変更が可能。

• IPsec でアンチ リプレイ サービスが使用可能。

• Certification Authority（CA; 認証局）のサポートにより、管理可能でスケーラブルな IPsec を実現

可能。

• ピアのダイナミック認証が可能。

IKE のメイン モードとアグレッシブ モード 
IKE では、キーのネゴシエーションにフェーズ 1 とフェーズ 2 の 2 つのフェーズがあります。フェーズ 
1 では、2 つの IKE ピア間でセキュリティ アソシエーション（キー）をネゴシエーションします。

フェーズ 1 でキーをネゴシエーションすることで、フェーズ 2 で IKE ピアがセキュアに通信できるよ

うになります。フェーズ 2 のネゴシエーションでは、IKE が IPsec などのその他のアプリケーションに

キー（セキュリティ アソシエーション）を設定します。

フェーズ 1 のネゴシエーションは、メイン モードまたはアグレッシブ モードを使用して実行されます。

メイン モードでは、ネゴシエーション中にすべての情報が保護されるため、攻撃者が情報にアクセス

できなくなります。メイン モードを使用すると、2 つの IKE ピアの ID が非表示になります。このモー

ドでの運用は非常にセキュアですが、ネゴシエーションの実行に比較的時間がかかります。アグレッシ

ブ モードでは、メインモードよりも少ない時間でピア間のキーのネゴシエーションを実行します。た

だし、メイン モードでのネゴシエーションでは可能なセキュリティが一部失われます。たとえば、セ

キュリティ アソシエーションを確立しようとしている 2 つの装置の ID が傍受者に見えてしまいます。
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この 2 つのモードは異なった目的で使用し、それぞれ別の強みがあります。メイン モードは、アグ

レッシブ モードに比べると低速ですが、アグレッシブ モードよりも IKE ピアのセキュリティが高いた

め、セキュアで柔軟性があります。アグレッシブ モードは柔軟性とセキュリティの点で劣りますが、

より高速です。

Cisco IOS ソフトウェアでは、この 2 つのモードは設定できません。IKE 認証（rsa-sig、rsa-encr、ま

たは事前共有）ではデフォルトでメイン モードを起動しますが、認証を起動するために必要な情報が

なく、ピアのホスト名に関連づけられている事前共有キーがある場合は、Cisco IOS ソフトウェアはア

グレッシブ モードを起動できます。Cisco IOS ソフトウェアでは、アグレッシブ モードを開始した 
IKE ピアには、アグレッシブ モードで応答します。

IPsec VPN の IKE 設定方法
IPsec 実装で IKE を使用しない場合は、no crypto isakmp コマンドを使ってすべての IPsec ピアの IKE 
を無効にし、この章の残りは実行せずに、IPsec VPN を開始します。

（注） IKE を無効にすると、すべてのピアのクリプト マップですべての IPsec SA を手動で指定する必要があ

ります。また、特定の IPsec セッションでピアの IPsec SA がタイムアウトしなくなり、ピア間の IPsec 
セッション中に暗号キーが変わらなくなり、ピア間でアンチ リプレイ サービスが使用不可になり、公

開キー インフラストラクチャ（PKI）サポートが使用できなくなります。

IKE はデフォルトでイネーブルになっています。各インターフェイスについて IKE を個別にイネーブ

ルにする必要はなく、ルータのすべてのインターフェイスについてグローバルにイネーブルになってい

ます。

IPsec ピアの認証、IPsec SA のネゴシエーション、IPsec キーの確立を実行するには、次の作業を実行

します。

• 「IKE ポリシーの作成：IKE ネゴシエーションのセキュリティ パラメータ」（P.5）（必須）

• 「IKE 認証の設定」（P.10）（必須）

• 「IKE モード コンフィギュレーションの設定」（P.17）

• 「IPsec SA ネゴシエーションのための IKE クリプト マップの設定」（P.19）

IKE ポリシーの作成：IKE ネゴシエーションのセキュリティ パラメータ

IKE ポリシーを使い、IKE ネゴシエーション中に使用するセキュリティ パラメータの組み合せを定義

します。IKE 交換に関係する各ピアで IKE ポリシーを作成する必要があります。

IKE ポリシーを 1 つも設定しない場合、ルータはデフォルトのポリシーを使用します。デフォルトのポ

リシーは、常にプライオリティが 低に設定されており、各パラメータはデフォルト値に設定されてい

ます。

IKE ポリシーについて 

IKE ネゴシエーションは保護する必要があるため、各 IKE ネゴシエーションは、共有（共通）の IKE 
ポリシーについて両ピアが同意することで開始されます。このポリシーには、次の IKE ネゴシエー

ションを保護するために使用するセキュリティ パラメータとピアの認証方法を記述します。

両ピアがポリシーに同意すると、各ピアに確立されている SA によってポリシーのセキュリティ パラ

メータが識別され、ネゴシエーションにおける以降すべての IKE トラフィックに適用されます。
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各ピアには、パラメータ値の組み合せをそれぞれ変えることでプライオリティをつけたポリシーを複数

設定できます。ただし、そのうちの少なくとも 1 つのポリシーには、リモート ピアのポリシーのいず

れかとまったく同じ暗号化、ハッシュ、認証、Diffie-Hellman パラメータの各値が設定されている必要

があります。作成する各ポリシーに対して、一意のプライオリティを割り当てます（1 ～ 10,000 で指

定し、1 が 大のプライオリティ）。

ヒント サポートされているパラメータの値が 1 つしかないデバイスを使用する場合は、もう一方の装置でサ

ポートされている値を設定する必要があります。この制限は別にすれば、セキュリティとパフォーマン

スには通常トレードオフの関係があり、パラメータ値の多くにはこのトレードオフがあります。ネット

ワークのセキュリティ リスクのレベルと、そのリスクに対する許容度を評価する必要があります。

一致した IKE ポリシーに同意する IKE ピア

IKE ネゴシエーションが開始されると、IKE は、両方のピアにある同じ IKE ポリシーを検索します。

ネゴシエーションを開始したピアがすべてのポリシーをリモート ピアに送信し、リモート ピアの方で

は一致するポリシーを探そうとします。リモート ピアは、自分のプライオリティ 1 位のポリシーと、

相手のピアから受け取ったポリシーを比較し、一致するポリシーを探します。一致するポリシーが見つ

かるまで、リモート ピアはプライオリティが高い順に各ポリシーをチェックします。

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

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

のライフタイムよりも短いライフタイムが使用されます）。

一致した場合は、IKE がネゴシエーションを完了し、IPsec セキュリティ アソシエーションが作成され

ます。一致するポリシーが見つからなかった場合は、IKE はネゴシエーションを拒否し、IPsec は確立

されません。

（注） このパラメータ値は、IKE SA の確立後 IKE ネゴシエーションに適用されます。

（注） ポリシーに指定する認証方式によっては、追加の設定が必要な場合があります（「IKE 認証の設定」

（P.10）の項を参照）。ピアのポリシーに必要な設定がされていないと、一致するポリシーをリモート 
ピアで検索するときに、ピアはポリシーを送信しません。

制約事項

AES IKE ポリシーの設定には、次のような制約があります。

• ルータが IPsec およびロング キー（「k9」サブシステム）をサポートしている必要がある。

• アクセラレーション カードを使用している場合、AES は IPsec および IKE トラフィックを暗号化

できない。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp policy priority

4. encryption {des | 3des | aes | aes 192 | aes 256}
6



IPsec VPN のインターネット キー エクスチェンジの設定

  IPsec VPN の IKE 設定方法
5. hash {sha | sha256 | sha384 | md5}

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

7. group {1 | 2 | 5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20}

8. lifetime seconds

9. exit

10. exit

11. show crypto isakmp policy

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp policy priority

例：
Router(config)# crypto isakmp policy 10

IKE ポリシーを定義し、config-isakmp コンフィギュレー

ション モードを開始します。

• priority：IKE ポリシーを一意に識別し、ポリシーにプ

ライオリティを割り当てます。有効な値：1 ～ 
10,000。1 が 大プライオリティ。

ステップ 4 encryption {des | 3des | aes | aes 192 | 
aes 256}

例：
Router(config-isakmp)# encryption aes 256

暗号化アルゴリズムを指定します。

• デフォルトでは des キーワードが使用されます。

– des：56 ビット DES-CBC

– 3des：168 ビット DES

– aes：128 ビット AES 

– aes 192：192 ビット AES

– aes 256：256 ビット AES

ステップ 5 hash {sha | sha256 | sha384 | md5}

例：
Router(config-isakmp)# hash sha 

ハッシュ アルゴリズムを指定します。

• デフォルトでは SHA-1（sha）が使用されます。

• sha256 キーワードは、ハッシュ アルゴリズムに 
SHA-2 ファミリの 256 ビット（HMAC バリアント）

を指定します。

• sha384 キーワードは、ハッシュ アルゴリズムに 
SHA-2 ファミリの 384 ビット（HMAC バリアント）

を指定します。

• md5 キーワードは、ハッシュ アルゴリズムに MD5
（HMAC バリアント）を指定します。

（注） MD5 のダイジェストの方が小さく、SHA-1 よりも

やや速いと見なされています。
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ステップ 6 authentication {rsa-sig | rsa-encr | 
pre-share}

例：
Router(config-isakmp)# authentication 
pre-share 

認証方式を指定します。

• デフォルトでは RSA シグネチャが使用されます。

– rsa-sig：RSA シグネチャでは、CA から認証書を

取得するようにピア ルータを設定する必要があり

ます。

– rsa-encr：RSA 暗号化ナンスでは、各ピアが他の

ピアの RSA 公開キーを保持するように設定する必

要があります。

– pre-share：事前共有キーでは、事前共有キーを個

別に設定する必要があります。

ステップ 7 group {1 | 2 | 5 | 14 | 15 | 16 | 19 | 20}

例：
Router(config-isakmp)# group 1

Diffie-Hellman（DH）グループ ID を指定します。

• デフォルトでは D-H グループ 1 が使用されます。

– 1：768 ビット DH

– 2：1024 ビット DH

– 5：1536 ビット DH

– 14：2048 ビット DH グループを指定します。

– 15：3072 ビット DH グループを指定します。

– 16：4096 ビット DH グループを指定します。

– 19：256 ビット Elliptic Curve DH（ECDH）グ

ループを指定します。

– 20：384 ビット ECDH グループを指定します。

（注） 1024 ビットおよび 1536 ビットの DH オプション

を使用すると、「解読」がより困難になる一方、実

行に必要な CPU 時間が増えます。

（注） group 5 は 128 ビット キーに使用できますが、

group 14 がより適しています。

（注） 選択するグループは、ネゴシエーション中の IPsec 
キーを保護するため、十分強力（十分なビット数

がある）である必要があります。特定のサイズの

キーを保護するために Diffie-Hellman クループに

必要なビット数についての見解には相違がありま

すが、一般的に、group 14 は 128 ビット キー、

group 15 は 192 ビット キー、および group 16 は 
256 ビット キーの保護に適しているとの合意があ

ります。

ステップ 8 lifetime seconds

例：
Router(config-isakmp)# lifetime 180

IKE SA のライフタイムを指定します。

• seconds：各 SA が満了するまでの時間（秒）。有効な

値：60 ～ 86,400 秒、デフォルト値：86,400。

（注） ライフタイムを短くするほど（ポイントまで）、

IKE ネゴシエーションがセキュアになります。た

だし、ライフタイムを長くすれば、以後の IPsec 
SA をそれだけ速くセットアップできます。

コマンドまたはアクション 目的
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例

次に、show crypto isakmp policy コマンドからの出力で、ハードウェアがサポートしていない IKE 暗
号化方式を設定しようとしたときに表示される警告メッセージの例を示します。

Router# show crypto isakmp policy

Protection suite of priority 1
        encryption algorithm:  AES - Advanced Encryption Standard (256 bit keys).
WARNING:encryption hardware does not support the configured
encryption method for ISAKMP policy 1
        hash algorithm:        Secure Hash Standard
        authentication method: Pre-Shared Key
        Diffie-Hellman group:  #1 (768 bit)
        lifetime:              3600 seconds, no volume limit

トラブルシューティングのヒント

• clear crypto sa EXEC コマンドを使用して IPsec SA を消去（および再初期化）します。

パラメータを指定せずに clear crypto sa コマンドを使用すると、SA データベースの内容が完全に

消去されるので、アクティブなセキュリティ セッションが消去されます。SA データベースのサブ

セットだけを消去するには、peer、map、または entry キーワードも指定します。詳細について

は、『Cisco IOS Security Command Reference』の clear crypto sa コマンドを参照してください。

• デフォルト ポリシーおよび設定されているポリシーのデフォルト値は、show running-config コマ

ンドの発行時には設定に表示されません。デフォルト ポリシーおよび設定されているポリシーの

デフォルト値を確認するには、show crypto isakmp policy コマンドを使用してください。

• 使用しているハードウェアがサポートしていない IPsec トランスフォームまたは IKE 暗号化方式は

すべて無効にしてください。無効にしておくと、ピアとのネゴシエーションのときに常に無視され

ます。

ハードウェアがサポートしていない IPsec トランスフォームまたは IKE 暗号化方式を入力すると、

警告メッセージが表示されます。この警告メッセージはブート時にも表示されます。暗号化カード

を挿入すると、現在の設定がスキャンされます。ハードウェアがサポートしていない IPsec トラン

スフォームまたは IKE 暗号化方式が検出されると、警告メッセージが表示されます。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-isakmp)# exit

config-isakmp コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 10 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 11 show crypto isakmp policy

例：
Router# show crypto isakmp policy

（任意）既存の IKE ポリシーをすべて表示します。

ステップ 12 作成するポリシーそれぞれについて上記の手順を繰

り返します。

—

コマンドまたはアクション 目的
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次の作業

IKE ポリシーで指定した認証方式（RSA シグニチャ、RSA 暗号化ナンス、事前共有キー）によって

は、IKE および IPsec が IKE ポリシーを正常に使用できるように、特定の設定作業を追加で実行する

必要があります。この追加作業実行に関する詳細については、「IKE 認証の設定」（P.10）を参照してく

ださい。

AES ベースのトランスフォーム セットを設定する方法については、「IPsec を使用した VPN のセキュ

リティの設定」の章を参照してください。

IKE 認証の設定 
認証方式を指定（またはデフォルト方式を設定）した IKE ポリシーを少なくとも 1 つ作成したら、認

証方式を設定する必要があります。認証方式を正常に設定しなければ、IPsec が IKE ポリシーを使用で

きません。

IKE 認証を設定するには、状況に応じて次の作業のいずれかを実行する必要があります。

• 「RSA 暗号化ナンスの RSA キーの手動設定」（P.11）

• 「事前共有キーの設定」（P.14）

IKE 認証方式：概要

IKE 認証は、RSA シグニチャ、RSA 暗号化ナンス、事前共有キーの 4 つのオプションで構成されてい

ます。各認証方式では、次の設定が追加で必要です。

RSA シグニチャ 
RSA シグニチャでは、CA から証明書を取得するようにピアを設定できます（証明書を発行するよう

に CA が正しく設定されている必要があります）。CA を使用すると、IPsec ネットワークの管理性とス

ケーラビリティが大幅に向上します。また、RSA シグニチャ ベースの認証で使用できる公開キー操作

は 2 つだけです。これに対し、RSA 暗号化では 4 つの公開キー操作を使用しますが、その分だけ全体

のパフォーマンスが下がります。CA サポートを適切に設定するには、「Deploying RSA Keys Within a 
PKI」の章を参照してください。

証明書は公開キーを安全に交換するために各ピアで使用されます（RSA シグニチャでは、各ピアが、

リモート ピアの公開シグニチャ キーを持っている必要があります）。双方のピアが有効な証明書を持っ

ている場合、RSA シグニチャを使用する IKE ネゴシエーションの一環として、ピアの間で公開キーが

自動的に交換されます。

公開キーは手動で交換することもできます。これについては、「RSA 暗号化ナンスの RSA キーの手動

設定」の項を参照してください。

RSA シグニチャにより、IKE ネゴシエーションで否認防止が可能になります。さらに、リモート ピア

との IKE ネゴシエーションを実際に実行することで、第三者に対する証明が可能になります。

RSA 暗号化ナンス

RSA 暗号化ナンスを使用するには、各ピアが他のピアの公開キーを持つようにする必要があります。

RSA シグニチャとは異なり、RSA 暗号化ナンス方式では、証明書を使って公開キーを交換できませ

ん。その代わりに各ピアが他のピアの公開キーを持つようにする必要があります。それには次の方法の

いずれかを実行します。

• 「RSA 暗号化ナンスの RSA キーの手動設定」の項の説明に従って、手動で RSA キーを設定する。
10
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• 証明書を使用する RSA シグニチャを使って IKE 交換がピア間で実行されていることを確認する

（証明書を使用すると、RSA シグニチャ ベースの IKE ネゴシエーション中にピアの公開キーが交

換される）。IKE 交換が実行されるようにするには、RSA 暗号化ナンスによる高プライオリティの

ポリシーと、RSA シグニチャによる低プライオリティのポリシーの 2 つのポリシーを指定します。

RSA シグニチャは IKE ネゴシエーションが実行されるときに初めて使用されます。これは、各ピ

アが他のピアの公開キーをまだ持っていないためです。公開キーが交換されることで、以後の IKE 
ネゴシエーションで RSA 暗号化ナンスを使用できるようになります。

（注） この方法では、CA サポートをあらかじめ設定しておく必要があります。

RSA 暗号化ナンスでは IKE ネゴシエーションを否認できます。ただし、RSA シグニチャとは異なり、

リモート ピアと IKE ネゴシエーションを実行したことを第三者に対して証明はできません。

事前共有キー 
事前共有キーを使用するには、「事前共有キーの設定」の項の説明に従ってキーを設定する必要があり

ます。

セキュアに設定された規模の大きいネットワークでは事前共有キーは扱いづらく、拡大するネットワー

クではキーをうまく拡張できません。ただし、RSA シグニチャのように CA を使用する必要がないた

め、10 ノード未満の規模の小さいネットワークではセットアップが簡単です。また、事前共有キーに

よる認証に比べ、RSA シグニチャによる認証の方がセキュアです。

（注） RSA 暗号化を設定し、シグニチャ モードがネゴシエーションされ、シグニチャ モードに証明書が使用

されると、ピアはシグニチャと暗号キーを要求します。基本的にルータは、コンフィギュレーションで

サポートされているできる限り多くのキーを要求します。RSA 暗号化が設定されていない場合は、

ルータはシグニチャ キーだけを要求します。

前提条件

認証方式を指定した（またはデフォルトの RSA シグニチャを設定した）IKE ポリシーを 低 1 つは設

定しておく必要があります。

RSA 暗号化ナンスの RSA キーの手動設定

RSA キーを手動で設定するには、IKE ポリシーで RSA 暗号化ナンスを使用する IPsec ピアそれぞれに

ついて、この作業を実行します。

（注） この作業を実行するのは、CA を使用していない場合だけです。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto key generate rsa {general-keys | usage-keys} [label key-label] [exportable] 
[modulus modulus-size] 

4. crypto key generate ec keysize [256 | 384] [label label-string]

5. exit
11
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6. show crypto key mypubkey rsa

7. configure terminal

8. crypto key pubkey-chain rsa

9. named-key key-name [encryption | signature]

または

addressed-key key-address [encryption | signature]

10. address ip-address

11. key-string key-string

12. quit

13. IKE ポリシーで RSA 暗号化ナンスを使用するピアそれぞれについて上記の手順を繰り返します。

14. exit

15. exit

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

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto key generate rsa {general-keys | 
usage-keys} [label key-label] [exportable] 
[modulus modulus-size]

例：
Router(config)# crypto key generate rsa 
general-keys modulus 360

RSA キーを生成します。

• key-label 引数を指定していない場合、ルータの Fully 
Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイン

名）であるデフォルト値が使用されます。

ステップ 4 crypto key generate ec keysize [256 | 384] 
[label label-string]

例：
Router(config)# crypto key generate ec keysize 
256 label Router_1_Key

EC キーを生成します。

• 256 キーワードは、キーのサイズを 256 ビットに指定

します。

• 384 キーワードは、キーのサイズを 384 ビットに指定

します。

• label キーワードと label-string 引数を使用して、EC 
キーにラベルを指定できます。

（注） ラベルを指定しない場合は、FQDN の値が使用さ

れます。
12



IPsec VPN のインターネット キー エクスチェンジの設定

  IPsec VPN の IKE 設定方法
ステップ 5 exit

例：
Router(config)# exit

（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 6 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa

（任意）生成された RSA 公開キーを表示します。

ステップ 7 configure terminal

例：
Router# configure terminal

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 crypto key pubkey-chain rsa

例：
Router(config)# crypto key pubkey-chain rsa

公開キー コンフィギュレーション モード（他のデバイス

の RSA 公開キーの手動設定が可能）にします。

ステップ 9 named-key key-name [encryption | signature]

または

addressed-key key-address [encryption | 
signature]

例：
Router(config-pubkey-chain)# named-key 
otherpeer.example.com

または

Router(config-pubkey-chain)# addressed-key 
10.1.1.2 encryption

どのリモート ピアの RSA 公開キーを指定するのかを示し、

公開キー コンフィギュレーション モードを開始します。

• リモート ピアが ISAKMP ID にホスト名を使用してい

る場合は、named-key コマンドを使用し、リモート 
ピアの FQDN（somerouter.example.com など）を 
key-name に指定します。

• リモート ピアが ISAKMP ID に IP アドレスを使用して

いる場合は、addressed-key コマンドを使用し、リモー

ト ピアの IP アドレスを key-address に指定します。

ステップ 10 address ip-address

例：
Router(config-pubkey-key)# address 10.5.5.1 

リモート ピアの IP アドレスを指定します。

• named-key コマンドを使うのは、このコマンドを使っ

てピアの IP アドレスを指定する必要がある場合です。

コマンドまたはアクション 目的
13



IPsec VPN のインターネット キー エクスチェンジの設定

  IPsec VPN の IKE 設定方法
事前共有キーの設定

事前共有キーを設定するには、IKE ポリシーで事前共有キーを使用するピアそれぞれについて以下の

手順を実行します。

事前共有キーの ISAKMP ID の設定

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

2 つのピアが IKE を使って IPsec SA を確立する場合、各ピアが自分の ID をもう一方のピア（リモー

ト ピア）に送信します。各ピアは、ルータの ISAKMP ID の設定に従い、ホスト名または IP アドレス

を送信します。

ステップ 11 key-string key-string

例：
Router(config-pubkey-key)# key-string
Router(config-pubkey)# 00302017 4A7D385B 
1234EF29 335FC973
Router(config-pubkey)# 2DD50A37 C4F4B0FD 
9DADE748 429618D5
Router(config-pubkey)# 18242BA3 2EDFBDD3 
4296142A DDF7D3D8
Router(config-pubkey)# 08407685 2F2190A0 
0B43F1BD 9A8A26DB
Router(config-pubkey)# 07953829 791FCDE9 
A98420F0 6A82045B
Router(config-pubkey)# 90288A26 DBC64468 
7789F76E EE21

リモート ピアの RSA 公開キーを指定します。

• （このキーは、リモート ルータの RSA キーが生成され

たときに、リモート ピアの管理者が確認したキーです）

ステップ 12 quit

例：
Router(config-pubkey-key)# quit

公開キー チェーン コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 13 — IKE ポリシーで RSA 暗号化ナンスを使用するピアそれぞ

れについて上記の手順を繰り返します。

ステップ 14 exit

例：
Router(config-pubkey-key)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 15 exit

例：
Router(config)# exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 16 show crypto key pubkey-chain rsa [name 
key-name | address key-address]

例：
Router# show crypto key pubkey-chain rsa

（任意）ルータに保存されているすべての RSA 公開キーの

リスト、またはルータに保存されている特定の RSA キー

の詳細を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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デフォルトでは、ピアの ISAKMP ID はピアの IP アドレスになっています。必要に応じて ID をピアの

ホスト名に変更します。一般的に、すべてのピアの ID は同じ設定にします（すべてのピアで IP アドレ

スを設定するか、すべてのピアでホスト名を設定）。お互いの識別にホスト名を使うピアと IP アドレス

を使うピアが混在していると、リモート ピアの ID が識別されない場合に Domain Name System
（DNS; ドメイン ネーム システム）lookup で ID を解決できなくなり、IKE ネゴシエーションが失敗す

ることがあります。

マスク事前共有キー

マスク事前共有キーを使用すると、認証レベルが同じリモート ユーザのグループで、IKE 事前共有

キーを共有できます。IKE 認証を実行するには、リモート ピアの事前共有キーと、ローカル ピアの事

前共有キーが一致している必要があります。

マスク事前共有キーは通常、アウトオブバンドのセキュアなチャネルを使って配信されます。リモート 
ピアとローカル ピアが通信する場合、IKE 事前共有キーが設定されているリモート ピアとローカル ピ
アとの間で、IKE SA を確立できます。

mask キーワードの指定を crypto isakmp key コマンドで行う場合、サブネット アドレスを使用するか

どうかをユーザが決めます。サブネット アドレスを使うと、より多くのピアとの間で同じキーを共有

できます。つまり、事前共有キーが 2 人のユーザ間の使用に制限されないということです。

（注） サブネット アドレスとして 0.0.0.0 の使用は推奨しません。この設定ではグループで事前共有キーを保

持できるため（すべてのピアが同じグループ キーを持つことが可能）、ユーザ認証のセキュリティが低

下するからです。

特定の IPsec ピアの Xauth の無効化

スタティックな IPsec ピアの拡張認証（Xauth）を無効にすると、ルータで Xauth 情報（ユーザ名とパ

スワード）が表示されなくなります。

Xauth を無効にできない場合、ユーザは、同じクリプト マップのどのピアに Xauth を使用させるかを

選択できません。つまり、ルータ間 IPsec がクライアント対 Cisco IOS IPsec と同じクリプト マップに

ある場合、どちらのピアでもユーザ名とパスワードを入力するプロンプトが表示されます。また、リ

モート スタティック ピア（Cisco IOS ルータ）は、ローカル Cisco IOS ルータと IKE SA を確立でき

ません（Xauth は任意のエクスチェンジではないため、ピアが Xauth 要求に応答しない場合、IKE SA 
は削除されます）。したがって、この機能を実装しない限り、（Xauth に応答できない）他の Cisco IOS 
ルータだけでなく（Xauth が必要な）VPN クライアントへの IPsec を終了するのに同じインターフェ

イスは使用できません。

（注） Xauth は、事前共有キーが指定の暗号マップの認証メカニズムとして使用されている場合だけ、ディ

セーブルにできます。

制約事項

• 事前共有は、規模が拡大しているネットワークではうまく拡張できない。

• マスク事前共有キーの制約事項 

– 同じ事前共有キーのすべての IPsec ピアを設定するまで、IPsec ピア間に SA を確立できない。

– マスク事前共有キーは、さまざまなレベルの認証を要求しているリモート ユーザごとに、明

確に異なっている必要がある。認証のレベルごとに新しい事前共有キーを設定し、適切なキー

を適切なユーザに割り当てる必要があります。正しく設定しないと、認証を受けていない人物

が、保護されているデータに対するアクセス権を取得するおそれがあります。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp identity {address | dn | hostname}

4. ip host hostname address1 [address2...address8]

5. crypto isakmp key keystring address peer-address [mask] [no-xauth]

または

crypto isakmp key keystring hostname hostname [no-xauth]

6. crypto isakmp key keystring address peer-address [mask] [no-xauth]

または

crypto isakmp key keystring hostname hostname [no-xauth]

7. 事前共有キーを使用するピアそれぞれについて上記の手順を繰り返します。

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp identity {address | dn | 
hostname}

例：
Router(config)# crypto isakmp identity address 

ローカル ピアの IP アドレスまたは Distinguished Name
（DN; 認定者名）ホスト名を使ってピアの ISAKMP ID を
指定します。

• address：ピアが IKE ネゴシエーションに使用するイ

ンターフェイスが 1 つだけ（したがって IP アドレスが 
1 つだけ）で、IP アドレスがわかっている場合に通常

使用します。

• dn：IKE 処理中、ISAKMP ID としてルータ証明書の 
DN が指定および選択される場合に通常使用します。dn 
キーワードは、証明書ベースの認証にだけ使用します。

• hostname：IKE ネゴシエーションに使用するイン

ターフェイスがピアに複数ある場合か、インターフェ

イスの IP アドレスが不明の場合（IP アドレスのダイ

ナミック割り当ての使用など）に使用します。

ステップ 4 ip host hostname address1 
[address2...address8]

例：
Router(config)# ip host 
RemoteRouter.example.com 192.168.0.1

ホスト名を使ってローカル ピアの ISAKMP ID を指定した

場合、すべてのリモート ピアについて、ピアのホスト名を 
IP アドレスにマップします 

（ホスト名または IP アドレスが DNS サーバでマップ済み

の場合はこの手順は不要）。
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IKE モード コンフィギュレーションの設定

IKE モード コンフィギュレーションについて

Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）によって定義されている

ように、IKE モード コンフィギュレーションにより、ゲートウェイで IP アドレス（およびその他の

ネットワーク レベルの設定）を、IKE ネゴシエーション中にクライアントにダウンロードできます。

この交換を使うことで、IP アドレスはゲートウェイによって IKE クライアントに渡され、IPsec でカ

プセル化された「内部」IP アドレスとして使用されます。この方式では、IPsec ポリシーと一致する可

能性のある、クライアントの既知の IP アドレスが渡されます。

ステップ 5 crypto isakmp key keystring 
address peer-address [mask] [no-xauth]

または

crypto isakmp key keystring hostname hostname 
[no-xauth]

例：
Router(config)# crypto isakmp key 
sharedkeystring address 192.168.1.33 no-xauth 

または

Router(config) crypto isakmp key 
sharedkeystring hostname 
RemoteRouter.example.com

特定のリモート ピアで使用する共有キーをローカル ピア

で指定します。

• リモート ピアで ISAKMP ID を IP アドレスで指定し

た場合は、この手順で address キーワードを使用し、

それ以外の場合は、この手順で hostname キーワード

を使用します。

– no-xauth：ルータがピアに Xauth 情報のプロンプ

トを出力しないようにします。このキーワードを

使用するのは、ルータ間 IPsec が VPN クライアン

ト対 Cisco IOS IPsec と同じクリプト マップにあ

る場合です。

（注） 事前共有キーは、IKE メイン モードでの事前共有

キー認証の設計に従い、ピアの IP アドレスを基に

している必要があります。事前共有キー認証の ID 
としてホスト名を送信できますが、キーはピアの 
IP アドレスを基に検索されます。（IP アドレスに基

づいて）キーが検索されなかった場合、ネゴシ

エーションが失敗します。

ステップ 6 crypto isakmp key keystring 
address peer-address [mask] [no-xauth]

または

crypto isakmp key keystring hostname hostname 
[no-xauth]

例：
Router(config) crypto isakmp key 
sharedkeystring address 10.0.0.1 

または

Router(config) crypto isakmp key 
sharedkeystring hostname 
LocalRouter.example.com 

ローカル ピアで使用する共有キーをリモート ピアで指定

します。

• これは、ローカル ピアで指定したキーと同じキーです。

• ローカル ピアで ISAKMP ID を IP アドレスで指定し

た場合は、この手順で address キーワードを使用し、

ホスト名で指定した場合はこの手順で hostname キー

ワードを使用します。

ステップ 7 IKE ポリシーで事前共有キーを使用するピアそれぞ

れについて上記の手順を繰り返します。

—

コマンドまたはアクション 目的
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ダイナミック IP アドレスと会社のゲートウェイが設定されたリモート アクセス クライアント間に 
IPsec VPN を実装するには、各クライアントが認証された後、拡張可能な IPsec ポリシーをゲートウェ

イでダイナミックに管理する必要があります。IKE モード コンフィギュレーションにより、各クライ

アントの IP アドレスに関係なく、非常に規模の大きいクライアント群に対して拡張可能なポリシーを

ゲートウェイでセットアップできます。

IKE モード コンフィギュレーションには次の 2 つのタイプがあります。

• ゲートウェイ始動：ゲートウェイがクライアントでコンフィギュレーション モードを開始する。

クライアントが応答すると、IKE が送信者の ID を変更し、メッセージが処理され、クライアント

が応答を受信します。

• クライアント始動：クライアントがゲートウェイでコンフィギュレーション モードを開始する。

クライアントに割り当てた IP アドレスでゲートウェイが応答します。

制約事項

IKE モード コンフィギュレーションには次の制約事項があります。

• IKE モード コンフィギュレーションに設定されているクリプト マップを持つインターフェイスで

は、接続のセットアップ時間がやや長くなることがあります。これは、設定を拒否する IKE ピア、

またはコンフィギュレーション モードの要求に応答しない IKE ピアの場合であっても同様です。

どちらの場合も、ゲートウェイがクライアントの設定を初期化します。

• この機能は、すべての IKE 接続のコンフィギュレーション モードをデフォルトで有効にするよう

には設計されていません。グローバル クリプト マップ レベルでこの機能を設定してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip local pool pool-name start-addr end-addr

4. crypto isakmp client configuration address-pool local pool-name

5. crypto map tag client configuration address [initiate | respond]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip local pool pool-name start-addr end-addr

例：
Router(config) ip local pool pool1 172.16.23.0 
172.16.23.255

アドレス一式が定義されている既存のローカル アドレス 
プールを定義します。
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IPsec SA ネゴシエーションのための IKE クリプト マップの設定

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map tag sequence ipsec-isakmp

4. set pfs {group1 | group2 | group5 | group14 | group15 | group16 | group19 | group20}

手順の詳細

ステップ 4 crypto isakmp client configuration 
address-pool local pool-name

例：
Router(config) crypto isakmp client 
configuration address-pool local pool1 

IKE コンフィギュレーションのローカル アドレス プール

を参照します。

ステップ 5 crypto map tag client configuration address 
[initiate | respond]

例：
Router(config)# crypto map dyn client 
configuration address initiate 

グローバル コンフィギュレーション モードで IKE モード 
コンフィギュレーションを設定します。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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IKE コンフィギュレーションの設定例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「IKE ポリシーの作成：例」（P.21）

• 「IKE 認証の設定：例」（P.22）

ステップ 3 crypto map tag sequence ipsec-isakmp

例：
Router(config)# crypto map example 1 
ipsec-ipsec-isakmp

クリプト マップを指定し、クリプト マップ コンフィギュ

レーション モードを開始します。

• tag 引数には、クリプト マップを指定します。

• sequence 引数には、クリプト マップ エントリに挿入

するシーケンスを指定します。

• ipsec-isakmp キーワードには、IKEv1 を使用する 
IPsec（ISAKMP）を指定します。

ステップ 4 set pfs {group1 | group2 | group5 | group14 | 
group15 | group16 | group19 | group20}

例：
Router(config-isakmp)# set pfs 19

IPSec SA ネゴシエーションの Diffie-Hellman（DH）グ

ループ ID を指定します。

• デフォルトでは DH グループ 1 が使用されます。

– group1：768 ビット DH

– group2：1024 ビット DH

– group5：1536 ビット DH

– group14：2048 ビット DH グループを指定します。

– group15：3072 ビット DH グループを指定します。

– group16：4096 ビット DH グループを指定します。

– group19：256 ビット Elliptic Curve DH（ECDH）

グループを指定します。

– group20：384 ビット ECDH グループを指定します。

（注） 1024 ビットおよび 1536 ビットの DH オプション

を使用すると、「解読」がより困難になる一方、実

行に必要な CPU 時間が増えます。

（注） group 5 は 128 ビット キーに使用できますが、

group 14 がより適しています。

（注） 選択するグループは、ネゴシエーション中の IPsec 
キーを保護するため、十分強力（十分なビット数

がある）である必要があります。特定のサイズの

キーを保護するために Diffie-Hellman クループに

必要なビット数についての見解には相違がありま

すが、一般的に、group 14 は 128 ビット キー、

group 15 は 192 ビット キー、および group 16 は 
256 ビット キーの保護に適しているとの合意があ

ります。

コマンドまたはアクション 目的
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IKE ポリシーの作成：例

ここでは次の例を使って、3DES IKE ポリシーおよび AES IKE ポリシーの設定方法について説明します。

• 「3DES IKE ポリシーの作成：例」（P.21）

• 「AES IKE ポリシーの作成：例」（P.21）

3DES IKE ポリシーの作成：例 

この例では、2 つの IKE ポリシー（ 大のプライオリティとして policy 15、次のプライオリティとし

て policy 20）を作成し、 小のプライオリティとして既存のデフォルト プライオリティを使用します。

また、IP アドレスが 192.168.224.33 のリモート ピアに、policy 20 で使用する事前共有キーも作成し

ます。

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

!
crypto isakmp policy 20 
authentication pre-share 
lifetime 10000 

!
crypto isakmp key 1234567890 address 192.168.224.33

この例では、暗号化アルゴリズム パラメータのデフォルト値のため、policy 15 の暗号化 DES は記述し

た設定に表示されません。

この設定で show crypto isakmp policy コマンドを発行すると、出力は次のようになります。

Protection suite priority 15 
encryption algorithm:3DES - Triple Data Encryption Standard (168 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 
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 

ライフタイムに「no volume limit」と出力されていますが、time ライフタイム（86,400 秒など）だけ

は設定できます。volume limit ライフタイムは設定できません。

AES IKE ポリシーの作成：例

次に、show running-config コマンドからの出力例を示します。この例では、AES 256 ビット キーが

有効になっています。
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Current configuration : 1665 bytes
!
version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname "Router1"
!
!
ip subnet-zero
!
!
no ip domain lookup
!
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
!
crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 authentication pre-share
 lifetime 180
crypto isakmp key cisco123 address 10.0.110.1
!
!
crypto ipsec transform-set aesset esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode transport
!
crypto map aesmap 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.0.110.1
 set transform-set aesset
 match address 120
!
.
.
.

IKE 認証の設定：例

次の例は、2 つの IPsec ピアの RSA 公開キーを手動で指定する方法を示しています。10.5.5.1 のピアは

汎用キーを使用し、もう一方のピアは特殊な用途のキーを使用しています。

crypto key pubkey-chain rsa
named-key otherpeer.example.com
address 10.5.5.1
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
exit
addressed-key 10.1.1.2 encryption
key-string
00302017 4A7D385B 1234EF29 335FC973
2DD50A37 C4F4B0FD 9DADE748 429618D5
18242BA3 2EDFBDD3 4296142A DDF7D3D8
08407685 2F2190A0 0B43F1BD 9A8A26DB
07953829 791FCDE9 A98420F0 6A82045B
90288A26 DBC64468 7789F76E EE21
22



IPsec VPN のインターネット キー エクスチェンジの設定

  関連情報
quit
exit
addressed-key 10.1.1.2 signature
key-string
0738BC7A 2BC3E9F0 679B00FE 53987BCC
01030201 42DD06AF E228D24C 458AD228
58BB5DDD F4836401 2A2D7163 219F882E
64CE69D4 B583748A 241BED0F 6E7F2F16
0DE0986E DF02031F 4B0B0912 F68200C4
C625C389 0BFF3321 A2598935 C1B1
quit
exit
exit

関連情報
IKE ネゴシエーションを正常に設定したら、IPsec の設定を開始します。この作業実行の詳細について

は、「IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定」の章を参照してください。

その他の参考資料

関連資料

規格

内容 参照先

IPsec の設定 「Configuring Security for VPNs with IPsec」

IKE バージョン 2 「Configuring Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)」

CA から証明書を取得するように RSA キーを設定 「Deploying RSA Keys Within a PKI」

IKE、IPsec および PKI コンフィギュレーション コマ

ンド：完全なコマンド構文、コマンド モード、デフォ

ルト設定、使用に関する注意事項および例 

『Cisco IOS Security Command Reference』

Suite-B の ESP トランスフォーム 『Configuring Security for VPNs with IPsec』フィーチャ モジュール

Suite-B 整合性アルゴリズム タイプのトランスフォー

ムの設定

『Configuring Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィー

チャ モジュール

IPsec SA ネゴシエーションでの Suite-B の Elliptic 
Curve Diffie-Hellman（ECDH）のサポート

『Configuring Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィー

チャ モジュール

PKI の証明書登録のための Suite-B サポート 『Configuring Certificate Enrollment for a PKI』フィーチャ モ
ジュール

規格 タイトル

なし —
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MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

RFC 2408 『Internet Security Association and Key Management Protocol 
(ISAKMP)』 

RFC 2409 『The Internet Key Exchange (IKE)』 

RFC 2412 『The OAKLEY Key Determination Protocol』

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport
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IPsec VPN の IKE 設定に関する機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

表 1 IPsec VPN の IKE 設定に関する機能情報

機能名 リリース 機能情報

スタティック IPsec ピアの拡張認証を無効にす

る機能

12.2(4)T この機能により、ルータ間 IPsec の事前共有キー設定中に 
Xauth を無効にできます。したがって、ルータによりピア

のユーザ名およびパスワードは要求されません。これら

は、VPN クライアント対 Cisco IOS IPsec の Xauth が発生

するときに転送されます。

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。

• 「事前共有キーの設定」（P.14）

この機能により、crypto isakmp key コマンドが変更され

ました。

Advanced Encryption Standard（AES; 高度暗号

化規格）

12.2(8)T この機能により、新しい暗号化規格 AES に対するサポー

トが追加されます。AES は、DES の後継として開発され

た IPsec および IKE のプライバシー トランスフォームで

す。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「IKE での使用にサポートされている標準」（P.2）

• 「IKE ポリシーの作成：IKE ネゴシエーションのセ

キュリティ パラメータ」（P.5）

この機能により、crypto ipsec transform-set、encryption
（IKE ポリシー）、show crypto ipsec transform-set、show 
crypto isakmp policy の各コマンドが変更されました。
25

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


IPsec VPN のインターネット キー エクスチェンジの設定

  IPsec VPN の IKE 設定に関する機能情報
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、

偶然の一致によるものです。

© 2005–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2005–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

SEAL 暗号化 12.3(7)T この機能により、IPsec での SEAL 暗号化に対するサポー

トが追加されました。

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。

• 「IKE での使用にサポートされている標準」（P.2）

この機能により、crypto ipsec transform-set コマンドが

変更されました。

IOS SW の暗号化での Suite-B のサポート 15.1(2)T Cisco IOS で、パケット データの認証および IKE プロトコ

ルの整合性確認メカニズムの検証に使用される SHA-2 
ファミリ（HMAC バリアント）のハッシュ アルゴリズム

に、Suite-B のサポートが追加されました。HMAC は別の

レベルのハッシュのバリアントです。この機能により、

IPsec SA ネゴシエーションに Elliptic Curve 
Diffie-Hellman（ECDH）のサポートも追加されました。

Cisco IOS での Suite-B サポートに関する詳細については、

『Configuring Security for VPNs with IPsec』フィーチャ モ
ジュールを参照してください。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「IKE での使用にサポートされている標準」（P.2）

• 「一致した IKE ポリシーに同意する IKE ピア」（P.6）

• 「IPsec SA ネゴシエーションのための IKE クリプト 
マップの設定」（P.19）

この機能により次のコマンドが変更されました。

authentication、crypto key generate ec keysize、crypto 
map、group、hash、set pfs

表 1 IPsec VPN の IKE 設定に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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IKE 用コール アドミッション制御

IKE 用コール アドミッション制御機能は、Cisco IOS ソフトウェアでの Internet Key Exchange（IKE; 
インターネット キー エクスチェンジ）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）のアプリケーションを表します。CAC は、ルータが同時に確立できる IKE および 
IPsec Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）（つまり、CAC へのコール）の数を

制限します。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「IKE 用コール アドミッション制御に関する機能情

報」（P.8）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「IKE 用コール アドミッション制御に関する前提条件」（P.2）

• 「IKE 用コール アドミッション制御に関する情報」（P.2）

• 「IKE 用コール アドミッション制御の設定方法」（P.3）

• 「IKE 用コール アドミッション制御の設定例」（P.6）

• 「その他の参考資料」（P.6）

• 「IKE 用コール アドミッション制御に関する機能情報」（P.8）

http://www.cisco.com/go/cfn
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IKE 用コール アドミッション制御に関する前提条件
• ルータに IKE を設定します。

IKE 用コール アドミッション制御に関する情報
• 「IKE セッション」（P.2） 

• 「セキュリティ アソシエーションの制限」（P.2） 

• 「システム リソースの使用状況」（P.3）

IKE セッション

ルータが別のルータに対して、あるいはルータが別のルータから確立できる IKE SA の数を制限する方

法には、次の 2 つがあります。

• crypto call admission limit コマンドを入力して IKE SA の絶対制限値を設定します。制限値に達

すると、ルータは新しい IKE SA 要求を廃棄します。

• call admission limit コマンドを入力して、システム リソース制限値を設定します。負荷単位で設

定されたレベルのシステム リソースが使用されている場合、ルータは新しい IKE SA 要求を廃棄し

ます。

CAC は新しい SA だけに（つまり、ピア間に SA がまだ存在しないとき）適用されます。既存の SA を
保存するためにあらゆる処置が行われます。新しい SA 要求だけが拒否されるのは、システム リソー

スが不足している、あるいは設定された IKE SA 制限値に達したことが原因です。

セキュリティ アソシエーションの制限

SA（セキュリティ アソシエーション）は、2 つ以上のエンティティがセキュリティ サービスを使用し

て特定のデータ フローのために安全に通信する方法を記述したものです。IKE は接続のパラメータを

識別するために、必ず SA を使用します。IKE では、独自に SA をネゴシエーションして確立できま

す。IKE SA は、IKE だけで使用され、双方向です。IKE SA は、IPsec を制限できません。

IKE は、ユーザが設定した SA 制限値に基づいて SA 要求を廃棄します。IKE SA 制限値を設定するに

は、crypto call admission limit コマンドを入力します。ピア ルータから新しい SA 要求があると、

IKE はアクティブな IKE SA の数とネゴシエーション中の SA の数が、設定された SA 制限値を満たし

ているか、超えているかを判別します。この数が制限値より大きい、または等しい場合、新しい SA 要
求は拒否され、syslog が生成されます。このログには、SA 要求の送信元および宛先 IP アドレスが含

まれます。

crypto call admission limit コマンドの ipsec sa number および ike sa number キーワードと引数のペ

アには、確立された IPsec SA と IKE SA の制限数を設定します。

ネゴシエーション時の IKE 接続数の制限

Cisco IOS Release 12.4(6)T では、ネゴシエーション時の IKE 接続数の制限は有効であり、設定できま

す。このタイプの IKE 接続は、認証および実際の確立前のアグレッシブ モード IKE SA またはメイン 
モード IKE SA を表します。
2
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crypto call admission limit ike in-negotiation-sa number コマンドを使用すると、設定された数のネゴ

シエーション時の IKE SA が、許可された IKE SA の 大数とは別個でネゴシエーションを開始します。

crypto call admission limit コマンドの all in-negotiation-sa number および ike in-negotiation-sa 
number のキーワードと引数のペアは、ネゴシエーション時のすべての SA とネゴシエーション時の 
IKE SA を制限します。

システム リソースの使用状況

ルータの CPU サイクルまたはメモリ バッファが不足した場合に、IKE がそのことを認識できるよう

に、CAC はグローバル情報リソース モニタをポーリングします。システム リソースの使用量レベルを

表す制限値を 1 ～ 100000 までの範囲で設定できます。設定レベルのリソースが使用されると、IKE は 
SA 要求を廃棄します（新たに受け入れません）。システム リソース使用量の制限を設定するには、call 
admission limit コマンドを入力します。

新しい着信 SA 要求ごとに、ルータにかかる現在の負荷が数値に変換され、システム リソースの使用

量レベルが表示されます。また、この数値と、call admission limit コマンドによって設定されたリ

ソース制限値が比較されます。現在の負荷が、設定されたリソース制限値を超えると、IKE は新しい 
SA 要求を廃棄します。ルータの負荷には、アクティブな SA、CPU の使用量、および考慮される SA 
要求が含まれます。

call admission load コマンドを実行すると、現在のシステム リソース使用量の倍率を表す 0 ～ 1000 の
乗数値と 1 ～ 32 秒の負荷メトリックのポーリング レートが設定されます。システム リソースの使用量

レベルの数値は、（倍率 * 現在のシステム リソースの使用量）/ 100 という式で計算されます。Cisco 
Technical Assistance Center（TAC）技術者からの指示がないかぎり、call admission load コマンドを

使用することは推奨しません。

IKE 用コール アドミッション制御の設定方法
ここでは、次の各手順について説明します。

• 「IKE SA 制限値の設定」（P.3）（任意）

• 「システム リソース制限値の設定」（P.4）（任意）

• 「IKE 設定用のコール アドミッション制御の確認」（P.5）（任意）

（注） 次のいずれかの設定手順を実行する必要があります。

IKE SA 制限値の設定

IKE SA の絶対制限値を設定するには、次の作業を実行します。制限値に達すると、ルータは新しい 
IKE SA 要求を廃棄します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto call admission limit {all in-negotiation-sa number | ipsec sa number | ike 
{in-negotiation-sa number | sa number}}
3
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4. exit 

手順の詳細

システム リソース制限値の設定

システム リソースの制限値を設定するには、次の作業を実行します。負荷単位で設定されたレベルの

システム リソースが使用されている場合、ルータは新しい IKE SA 要求を廃棄します。

手順の概要

1. enable 

2. configure terminal 

3. call admission limit charge

4. exit 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入

力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto call admission limit {all in-negotiation-sa 
number | ipsec sa number | ike {in-negotiation-sa 
number | sa number}}

例：
Router(config)# crypto call admission limit ike sa 25

ネゴシエーション時の IKE SA の 大数、合計 
SA 数、または IKE が新しい SA 要求を拒否し始

める前に確立できる IKE SA まはた IPsec SA の
大数を指定します。

ステップ 4 exit 

例：
Router(config)# exit 

グローバル コンフィギュレーション モードを終

了して、特権 EXEC モードに戻ります。
4
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  IKE 用コール アドミッション制御の設定方法
手順の詳細

IKE 設定用のコール アドミッション制御の確認

IKE 設定の CAC を確認するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. show call admission statistics 

2. show crypto call admission statistics 

手順の詳細

ステップ 1 show call admission statistics 

このコマンドを使用して、グローバル CAC コンフィギュレーション パラメータおよび CAC の動作を

モニタします。

Router# show call admission statistics

Total Call admission charges: 82, limit 1000
Total calls rejected 1430, accepted 0
Load metric: charge 82, unscaled 82%

ステップ 2 show crypto call admission statistics 

このコマンドを使用して、暗号 CAC 統計情報をモニタします。

Router# show crypto call admission statistics

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable 

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal 

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 call admission limit charge 

例：
Router(config)# call admission limit 1000

システム リソースを使用する場合、システム リソースの

レベルを設定して、IKE による新しい SA 要求の受け入れ

を停止します。

• charge：有効な値は 1 ～ 100000 です。

（注） 「システム リソースの使用状況」（P.3）を参照して

ください。

ステップ 4 exit 

例：
Router(config)# exit 

グローバル コンフィギュレーション モードを終了して、

特権 EXEC モードに戻ります。
5
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  IKE 用コール アドミッション制御の設定例
---------------------------------------------------------------------
               Crypto Call Admission Control Statistics
---------------------------------------------------------------------
System Resource Limit:      111 Max IKE SAs:     0 Max in nego:  1000
Total IKE SA Count:           0 active:          0 negotiating:     0
Incoming IKE Requests:        0 accepted:        0 rejected:        0
Outgoing IKE Requests:        0 accepted:        0 rejected:        0
Rejected IKE Requests:        0 rsrc low:        0 Active SA limit: 0
                                                   In-neg SA limit: 0
IKE packets dropped at dispatch:        0

Max IPSEC SAs:   111
Total IPSEC SA Count:           0 active:          0 negotiating:     0
Incoming IPSEC Requests:        0 accepted:        0 rejected:        0
Outgoing IPSEC Requests:        0 accepted:        0 rejected:        0

Phase1.5 SAs under negotiation:         0 

IKE 用コール アドミッション制御の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「例：IKE セキュリティ アソシエーション制限値の設定」（P.6） 

• 「例：システム リソース制限値の設定」（P.6） 

例：IKE セキュリティ アソシエーション制限値の設定

次の例では、IKE が新しい SA 要求を拒否し始めるまでの SA の 大値を 25 に指定する方法を示します。

Router(config)# crypto call admission limit ike sa 25 

例：システム リソース制限値の設定

次の例では、負荷単位で設定されたシステム リソースのレベルが 9000 に達したときに、IKE が SA 要
求を廃棄するように指定する方法を示します。

Router(config)# call admission limit 9000

その他の参考資料

関連資料

内容 参照先

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

IKE の設定 「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」

IKE コマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』
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規格

MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 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

機能セットの 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

RFC タイトル

RFC 2409 『The Internet Key Exchange』

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する 

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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IKE 用コール アドミッション制御に関する機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

表 1 IKE 用コール アドミッション制御に関する機能情報

機能名 リリース 機能情報

IKE 用コール アドミッション制御 12.3(8)T
12.2(18)SXD1
12.4(6)T
12.2(33)SRA
12.2(33)SXH

IKE 用コール アドミッション制御機能は、Cisco IOS ソフ

トウェアでの Internet Key Exchange（IKE; インターネッ

ト キー エクスチェンジ）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

アプリケーションを表します。

この機能は、Cisco IOS Release 12.3(8)T で導入されました。

この機能は Cisco IOS Release 12.2(18)SXD1 に統合され、

Cisco 6500 および Cisco 7600 ルータに実装されました。

Cisco IOS Release 12.4(6)T では、ネゴシエーション時の 
IKE 接続数の制限を設定する機能が追加されました。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「IKE 用コール アドミッション制御に関する情報」（P.2）

• 「IKE 用コール アドミッション制御の設定方法」（P.3）

次のコマンドが導入または変更されました。call 
admission limit、clear crypto call admission statistics、
crypto call admission limit、show call admission 
statistics、show crypto call admission statistics
8
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Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、

偶然の一致によるものです。

© 2004–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2004–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

IKEv1 の強化 15.1(3)T IKEv1 の強化機能とは、IKE 機能のコール アドミッショ

ン制御（CAC）に対して行われた拡張機能を表します。

この機能は、Cisco IOS Release 15.1(3)T で導入されまし

た。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「セキュリティ アソシエーションの制限」（P.2）

• 「システム リソースの使用状況」（P.3）

• 「IKE SA 制限値の設定」（P.3）

• 「IKE 設定用のコール アドミッション制御の確認」

（P.5）

次のコマンドが導入または変更されました。crypto call 
admission limit、show crypto call admission statistics

表 1 IKE 用コール アドミッション制御に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
9
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証明書 /ISAKMP プロファイルマッピング

証明書 /ISAKMP プロファイルマッピング機能を使用すると、証明書内の任意のフィールドの内容に基

づいて、ピアに Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）プロファイル

を割り当てることができます。また、この機能では、ISAKMP プロファイルに割り当てられたピアに

グループ名を割り当てることもできます。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの機能

情報」（P.11）を参照してください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスしてください。Cisco.com のアカウント

は必要ありません。

この章の構成
• 「証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの前提条件」（P.2）

• 「証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの制約事項」（P.2）

• 「証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングに関する情報」（P.2）

• 「ISAKMP プロファイル マッピングに証明書を設定する方法」（P.3）

• 「証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの設定例」（P.6）

• 「その他の参考資料」（P.9）

• 「証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの機能情報」（P.11）

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
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証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの前提条件
• 証明書マップの設定を理解している必要があります。

• ISAKMP プロファイルの設定を理解している必要があります。

証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの制約事項
証明書を交換しないで、Rivest、Shamir、Adelman（RSA）シグニチャまたは RSA 暗号化認証を使用

する場合は、この機能を適用できません。ISAKMP ピアは、証明書を使用して RSA シグニチャまたは 
RSA 暗号化認証を実行するように設定する必要があります。

同じ認証局（CA）サーバに登録された 2 つのトラストポイントを使用する IPsec はサポートされませ

ん。2 つ以上の ISAKMP プロファイルがあり、各プロファイルが、同じ CA サーバに登録されている

が異なるトラストポイントを持っている場合、応答側は 後のグローバル トラストポイントを選択し

ます（トラストポイントは、グローバルに定義された順序と逆の順序で選択されます）。ピアが IPsec 
トンネルの確立を成功させるには、発信側が選択したトラストポイントは、応答側が選択したトラスト

ポイントと一致する必要があります。トラストポイントが一致しない場合、他のすべての IPsec トンネ

ルは、接続の確立に失敗します。

証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングに関する情報
証明書 /ISAKMP プロファイルマッピング機能を設定するには、次の概念を理解しておく必要がありま

す。

• 「証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの概要」（P.2）

• 「証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの動作方法」（P.2）

• 「ピアへの ISAKMP プロファイルおよびグループ名の割り当て」（P.3）

証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの概要

Cisco IOS Release 12.3(8)T 以前では、ピアを ISAKMP プロファイルにマッピングする方法は、次の

方法だけでした。ISAKMP 交換の ISAKMP ID フィールドは、ピアを ISAKMP プロファイルにマッピ

ングするために使用されていました。証明書が認証に使用されるとき、ISAKMP ID ペイロードに証明

書からの所有者名が含まれていました。CA が、要求されたグループ値を証明書の 初の 
Organizational Unit（OU; 組織ユニット）フィールドに表示しなかった場合、ISAKMP プロファイル

をピアに割り当てることはできませんでした。

Cisco IOS Release 12.3(8)T でも、上記のように、ピアをマッピングできます。証明書 /ISAKMP プロ

ファイルマッピング機能を使用すると、証明書内の任意のフィールドの内容に基づいて、ピアに 
ISAKMP プロファイルを割り当てることができます。以前は、証明書の所有者名に基づいて ISAKMP 
プロファイルを割り当てるという方法しかありませんでした。また、この機能により、ISAKMP プロ

ファイルが割り当てられたピアにグループを割り当てることができます。

証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの動作方法

図 1 に、証明書マップを ISAKMP プロファイルに接続し、証明書マップにグループ名を割り当てる方

法を示します。
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図 1 プロファイル グループを割り当てるためにマッピングされた証明書マップ

ISAKMP プロファイルには複数の証明書マップを接続できますが、証明書マップは 1 つの ISAKMP プ
ロファイルにしか接続できません。

証明書マップにより、証明書を指定の一連の基準と照合できるようになります。ISAKMP プロファイ

ルは、自身を証明書マップにバインドできます。また、提示された証明書が ISAKMP プロファイル内

に存在する証明書マップと一致した場合、ピアに ISAKMP プロファイルが割り当てられます。

ISAKMP プロファイルにクライアント設定グループ名が含まれている場合、同じグループ名がピアに

割り当てられます。この ISAKMP プロファイル情報により、ID_KEY_ID アイデンティティまたは証

明書の 初の OU フィールドの情報が上書きされます。

ピアへの ISAKMP プロファイルおよびグループ名の割り当て

証明書内の任意のフィールドに基づいて、ピアに ISAKMP プロファイルを割り当てるには、ISAKMP 
プロファイルを定義してから、match certificate コマンドを使用します。

また、ピアに割り当てられる ISAKMP プロファイルにグループ名を関連付けるには、ISAKMP プロ

ファイルを定義してから、client configuration group コマンドを使用します。

ISAKMP プロファイル マッピングに証明書を設定する方法
ここでは、次の各手順について説明します。

• 「ISAKMP プロファイルへの証明書のマッピング」（P.4）（必須）

• 「証明書がマッピングされたことの確認」（P.4）（任意）

• 「ピアへのグループ名の割り当て」（P.5）（必須）

• 「ISAKMP プロファイル マッピングに対応する証明書のモニタおよびメンテナンス」（P.6）（任意）
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ISAKMP プロファイルへの証明書のマッピング

ISAKMP プロファイルに証明書をマッピングするには、次の手順を実行します。この設定により、証

明書内の任意のフィールドの内容に基づいて、ピアに ISAKMP プロファイルを割り当てることができ

ます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp profile profile-name

4. match certificate certificate-map

手順の詳細

証明書がマッピングされたことの確認

次の show コマンドを使って、証明書マップの所有者名が適切に設定されているか確認できます。

概要

1. enable

2. show crypto ca certificates

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp profile profile-name

例：

Router (config)# crypto isakmp profile 
vpnprofile

ISAKMP プロファイルを定義し、暗号 ISAKMP プロファ

イル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 match certificate certificate-map

例：

Router (conf-isa-prof)# match certificate map1

証明書マップの名前を受け入れます。
4



証明書 /ISAKMP プロファイルマッピング

  ISAKMP プロファイル マッピングに証明書を設定する方法
手順の詳細

ピアへのグループ名の割り当て

ピアを ISAKMP プロファイルにマッピングするときにグループ名をピアに関連付けるには、次の手順

を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp profile profile-name

4. client configuration group group-name

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show crypto ca certificates

例：

Router# show crypto ca certificates

証明書に関する情報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp profile profile-name

例：

Router (config)# crypto isakmp profile 
vpnprofile

ISAKMP プロファイルを定義し、ISAKMP プロファイル 
コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 client configuration group group-name

例：

Router (conf-isa-prof)# client configuration 
group group1

この暗号 ISAKMP プロファイルにピアを割り当てるとき

に、そのピアに割り当てられるグループ名を受け入れます。
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ISAKMP プロファイル マッピングに対応する証明書のモニタおよびメンテ
ナンス

ISAKMP プロファイル マッピングに対応する証明書をモニタし、メンテナンスするには、次の debug 
コマンドを使用します。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto isakmp

手順の詳細

証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの設定例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「任意のフィールドに基づいた ISAKMP プロファイルへの証明書のマッピング例」（P.6）

• 「ISAKMP プロファイルに関連付けられたピアに割り当てられるグループ名の例」（P.7）

• 「ISAKMP プロファイルへの証明書のマッピング検証例」（P.7）

• 「ピアに割り当てられたグループ名の検証例」（P.8）

任意のフィールドに基づいた ISAKMP プロファイルへの証明書のマッピン
グ例

次の設定例では、証明書に「ou = green」が含まれているときは必ず、ISAKMP プロファイル

「cert_pro」がピアに割り当てられることを示します。

crypto pki certificate map cert_map 10 
 subject-name co ou = green
!
!
crypto isakmp identity dn
crypto isakmp profile cert_pro 
   ca trust-point 2315 
   ca trust-point LaBcA 
   initiate mode aggressive
   match certificate cert_map 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto isakmp

例：

Router# debug crypto isakmp

証明書が、証明書マップの照合を経て、ISAKMP プロファ

イルと一致することを示す出力を表示します。

このコマンドは、ピアにグループが割り当てられたことを

確認する場合にも使用できます。
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ISAKMP プロファイルに関連付けられたピアに割り当てられるグループ名
の例

次の例は、グループ「some_group」が、ISAKMP プロファイルが割り当てられたピアに関連付けられ

ることを示しています。

crypto isakmp profile id_profile 
   ca trust-point 2315
   match identity host domain cisco.com
   client configuration group some_group

ISAKMP プロファイルへの証明書のマッピング検証例

次の例は、ISAKMP プロファイルに証明書がマッピングされたことを示します。この例には、応答側

および発信側の設定、証明書マップの所有者名が設定されたこと確認する show コマンド出力、および

証明書が証明書マップの照合を経て、ISAKMP プロファイルに一致したことを示す debug コマンド出

力が含まれています。

応答側の設定

crypto pki certificate map cert_map 10
! The above line is the certificate map definition.
 subject-name co ou = green
! The above line shows that the subject name must have “ou = green.”
! 
crypto isakmp profile certpro
! The above line shows that this is the ISAKMP profile that will match if the certificate 
of the peer matches cert_map (shown on third line below).
   ca trust-point 2315
   ca trust-point LaBcA
   match certificate cert_map 
   initiate mode aggressive

発信側の設定

crypto ca trustpoint LaBcA
 enrollment url http://10.76.82.20:80/cgi-bin/openscep
 subject-name ou=green,c=IN
! The above line ensures that the subject name “ou = green” is set.
 revocation-check none

発信側の show crypto ca certificates コマンド出力

Router# show crypto ca certificates

Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 21
  Certificate Usage: General Purpose
  Issuer: 
    cn=blue-lab CA
    o=CISCO
    c=IN
  Subject:
    Name: Router1.cisco.com
    c=IN
    ou=green
! The above line is a double check that “ou = green” has been set as the subject name.
    hostname=Router1.cisco.com
  Validity Date: 
7
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    start date: 14:34:30 UTC Mar 31 2004
    end   date: 14:34:30 UTC Apr 1 2009
    renew date: 00:00:00 UTC Jan 1 1970
  Associated Trustpoints: LaBcA

応答側の debug crypto isakmp コマンド出力

Router# debug crypto isakmp

6d23h: ISAKMP (0:268435460): received packet from 192.0.0.2 dport 500 sport 500 Global (R) 
MM_KEY_EXCH
6d23h: ISAKMP: Main Mode packet contents (flags 1, len 892):
6d23h:           ID payload
6d23h:             FQDN <Router1.cisco.com> port 500 protocol 17
6d23h:           CERT payload
6d23h:           SIG payload
6d23h:           KEEPALIVE payload
6d23h:           NOTIFY payload
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_MM_EXCH
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2):Old State = IKE_R_MM4  New State = IKE_R_MM5 

6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2): processing ID payload. message ID = 0
6d23h: ISAKMP (0:268435460): ID payload 
        next-payload : 6
        type         : 2 
        FQDN name    : Router1.cisco.com 
        protocol     : 17 
        port         : 500 
        length       : 28
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2):: peer matches *none* of the profiles
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2): processing CERT payload. message ID = 0
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2): processing a CT_X509_SIGNATURE cert
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2): peer's pubkey isn't cached
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2): OU = green
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2): certificate map matches certpro profile
! The above line shows that the certificate has gone through certificate map matching and 
that it matches the “certpro” profile.
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2): Trying to re-validate CERT using new profile
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2): Creating CERT validation list: 2315, LaBcA, 
6d23h: ISAKMP:(0:4:HW:2): CERT validity confirmed.

ピアに割り当てられたグループ名の検証例

次の設定およびデバッグ出力は、グループがピアに割り当てられたことを示します。

発信側の設定

crypto isakmp profile certpro
   ca trust-point 2315
   ca trust-point LaBcA
   match certificate cert_map
   client configuration group new_group
! The statement on the above line will assign the group “new_group” to any peer that 
matches the ISAKMP profile “certpro.” 
   initiate mode aggressive 
!

応答側の debug crypto isakmp プロファイル コマンド出力

次のデバッグ出力例は、ピアが「certpro」という ISAKMP プロファイルと照合され、「new_group」
というグループが割り当てられたことを示します。
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Router# debug crypto isakmp profile
6d23h: ISAKMP (0:268435461): received packet from 192.0.0.2 dport 500 sport 500 Global (R) 
MM_KEY_EXCH
6d23h: ISAKMP: Main Mode packet contents (flags 1, len 892):
6d23h:           ID payload
6d23h:             FQDN <Router1.cisco.com> port 500 protocol 17
6d23h:           CERT payload
6d23h:           SIG payload
6d23h:           KEEPALIVE payload
6d23h:           NOTIFY payload
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_MM_EXCH
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2):Old State = IKE_R_MM4  New State = IKE_R_MM5 

6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): processing ID payload. message ID = 0
6d23h: ISAKMP (0:268435461): ID payload 
        next-payload : 6
        type         : 2 
        FQDN name    : Router1.cisco.com 
        protocol     : 17 
        port         : 500 
        length       : 28
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2):: peer matches *none* of the profiles
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): processing CERT payload. message ID = 0
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): processing a CT_X509_SIGNATURE cert
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): peer's pubkey isn't cached
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): OU = green
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): certificate map matches certpro profile
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): Trying to re-validate CERT using new profile
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): Creating CERT validation list: 2315, LaBcA, 
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): CERT validity confirmed.
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2):Profile has no keyring, aborting key search
6d23h: ISAKMP:(0:5:HW:2): Profile certpro assigned peer the group named new_group

その他の参考資料
ここでは、証明書 /ISAKMP プロファイルマッピング機能に関連する関連資料について説明します。

関連資料

規格

内容 参照先

ISAKMP プロファイルの設定 『VRF-Aware IPSec』

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

規格 タイトル

この機能に関連する新しい規格や変更された規格はあ

りません。

—
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MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

MIB MIB リンク

この機能に関連する新しい MIB や変更された MIB は
ありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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

RFC タイトル

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアク

セスできます。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2004–2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2004–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 証明書 /ISAKMP プロファイルマッピングの機能情報

機能名 リリース 機能情報

証明書 /ISAKMP プロファイルマッピング 12.3(8)T

12.2(33)SRA

12.2(33)SXH

証明書 /ISAKMP プロファイルマッピング機能を使用する

と、証明書内の任意のフィールドの内容に基づいて、ピアに 
Internet Security Association and Key Management Protocol

（ISAKMP）プロファイルを割り当てることができます。ま

た、この機能では、ISAKMP プロファイルに割り当てられ

たピアにグループ名を割り当てることもできます。

この機能は、Cisco IOS 
Release 12.3(8)T で導入されました。

この機能は、Cisco IOS 
Release 12.2(33)SRA に統合されました。

この機能は、Cisco IOS 
Release 12.2(33)SXH に統合されました。
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暗号化事前共有鍵

暗号化事前共有鍵機能を使用すると、プレーンテキストのパスワードをタイプ 6（暗号化）形式で 
NVRAM へセキュアに保存できます。

暗号化事前共有鍵の機能履歴

プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージ

の各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。アクセスには、Cisco.com の
アカウントが必要です。アカウントを持っていないか、ユーザ名またはパスワードが不明の場合は、ロ

グイン ダイアログボックスの [Cancel] をクリックし、表示される指示に従ってください。

この章の構成
• 「暗号化事前共有鍵の制約事項」（P.2）

• 「暗号化事前共有鍵について」（P.2）

• 「暗号化事前共有キーの設定方法」（P.3）

• 「暗号化事前共有キーに関する設定例」（P.11）

• 「関連情報」（P.13）

• 「その他の参考資料」（P.13）

• 「コマンド リファレンス」（P.14）

リリース 変更点

12.3(2)T この機能が追加されました。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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暗号化事前共有鍵の制約事項
• 旧来の ROM Monitor（ROMMON; ROM モニタ）やブート イメージでは、新たに導入されたタイ

プ 6 のパスワードを認識できません。そのため、旧来の ROMMON から起動すると、エラーが発

生します。

• Cisco 836 ルータでは、Advanced Encryption Standard（AES; 高度暗号化規格）を使用できるのは 
IP Plus イメージ上に限ります。

暗号化事前共有鍵について
暗号化事前共有キーを使用するためには、次に説明する事柄について十分な知識が必要です。

• 「暗号化事前共有鍵を使用したパスワードのセキュアな保存」（P.2）

• 「暗号化事前共有キーの設定方法」（P.3）

暗号化事前共有鍵を使用したパスワードのセキュアな保存

暗号化事前共有鍵機能を使用すると、Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイ

ス）から、プレーンテキストのパスワードをタイプ 6 形式で NVRAM へセキュアに保存できます。タ

イプ 6 のパスワードは暗号化されています。暗号化されたパスワード自体を、確認したり取得したりす

ることは可能ですが、それを復号化して実際のパスワードを特定することは困難です。key config-key 
password-encryption コマンドおよび password encryption aes コマンドを使用すると、パスワードを

設定してイネーブルにできます（鍵の暗号化には、対称鍵暗号である AES が使用されます）。

config-key password-encryption コマンドを使用して設定されたパスワード（鍵）は、ルータ内のそ

の他すべての鍵を暗号化するマスター暗号鍵として使用されます。

password encryption aes コマンドを設定する際、同時に key config-key password-encryption コマン

ドを設定しないと、show running-config コマンドや copy running-config startup-config コマンドな

どが設定されている起動時や Nonvolatile Generation（NVGEN; 不揮発性生成）プロセス中に次のよう

なメッセージが出力されます。

“Can not encrypt password. Please configure a configuration-key with ‘key config-key’”

パスワードの変更

key config-key password-encryption コマンドを使用してパスワード（マスター鍵）が変更された場

合、または再暗号化された場合には、リスト レジストリから、タイプ 6 暗号が使用されているアプリ

ケーション モジュールへ、変更前の鍵と変更後の鍵が渡されます。

パスワードの削除

key config-key password-encryption コマンドを使用して設定されたマスター鍵がシステムから削除され

ると、タイプ 6 のパスワードすべてが使用不可になるという内容の警告が出力されます（同時に、確認用

のプロンプトも表示されます）。いったん暗号化されたパスワードは、セキュリティ対策上、Cisco IOS 
ソフトウェアにおいて復号化されることはありません。ただし、すでに説明したように、パスワードを

再暗号化することはできます。

注意 key config-key password-encryption コマンドを使用して設定されたパスワードは、一度失われる

と回復できません。パスワードは、安全な場所に保存することを推奨します。
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パスワード暗号化の設定解除

no password encryption aes コマンドを使用してパスワード暗号化の設定を解除しても、既存のタイ

プ 6 パスワードはいずれも変更されません。またタイプ 6 パスワードは、key config-key 
password-encryption コマンドを使用して設定されたパスワード（マスター鍵）が存在する限り、ア

プリケーションからの要求に応じて復号化されます。

パスワードの保存

（key config-key password-encryption コマンドを使用して設定された）パスワードは誰にも「判読」

できないため、ルータからパスワードを取得する方法はありません。既存の管理ステーションでは、そ

の内部に鍵が格納されるような機能を有効にすることで初めて、パスワードの内容を「知る」ことがで

きます。その場合には、管理ステーション内部にパスワードをセキュアに保存する必要があります。

TFTP を使用して保存された設定は、スタンドアロンではないため、ルータにはロードできません。設

定をルータにロードする前後には、（key config-key password-encryption コマンドを使用して）パス

ワードを手動で追加する必要があります。このパスワードは、保存された設定に手動で追加できます

が、それによって設定内のすべてのパスワードを誰もが復号化できるようになるため、手動によるパス

ワードの追加は行わないことを推奨します。

新規パスワードまたは不明パスワードの設定

入力またはカット アンド ペーストした暗号文は、それがマスター鍵に適合しない場合やマスター鍵が

存在しない場合でも、受理または保存されます。ただしこの場合にはアラート メッセージが出力され

ます。アラート メッセージの内容は次のとおりです。

“ciphertext>[for username bar>] is incompatible with the configured master key.”

マスター鍵を新規に設定すると、プレーンテキストの鍵はすべて暗号化され、タイプ 6 の鍵になりま

す。すでにタイプ 6 である鍵は暗号化されず、現在の状態が維持されます。

既存のマスター鍵が失われた場合、またはその内容が不明の場合は、no key config-key 
password-encryption コマンドを使用してそのマスター鍵を削除できます。no key config-key 
password-encryption コマンドを使用してマスター鍵を削除しても、既存の暗号化パスワードは、暗

号化された状態のままルータの設定内に保持されます。これらのパスワードは復号化されません。

暗号化事前共有キーのイネーブル化

password encryption aes コマンドを使用すると、暗号化パスワードをイネーブルにできます。

暗号化事前共有キーの設定方法
ここでは、次の各手順について説明します。

• 「暗号化事前共有鍵の設定」（P.4）（必須）

• 「暗号化事前共有鍵のモニタリング」（P.5）（任意）

• 「ISAKMP 事前共有鍵の設定」（P.6）（任意）

• 「ISAKMP 鍵リングの ISAKMP 事前共有鍵の設定」（P.7）（任意）

• 「ISAKMP アグレッシブ モードの設定」（P.8）（任意）
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• 「Unity サーバ グループ ポリシーの設定」（P.9）（任意）

• 「Easy VPN クライアントの設定」（P.10）（任意）

暗号化事前共有鍵の設定

暗号化事前共有鍵を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. key config-key password-encryption [text]

4. password encryption aes 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 key config-key password-encryption [text]

例：

Router (config)# key config-key 
password-encryption

タイプ 6 の暗号鍵をプライベート NVRAM に保存します。

• （Enter キーを使用して）インタラクティブにキーボー

ド操作を行う場合、暗号鍵がすでに存在すれば、Old 
key、New key、Confirm key という 3 つのプロンプト

が表示されます。

• インタラクティブにキーボード操作を行う場合、暗号

鍵が存在しなければ、New key、Confirm key という 2 
つのプロンプトが表示されます。

• すでに暗号化されているパスワードを削除する場合は、

「WARNING: All type 6 encrypted keys will become 
unusable.Continue with master key deletion?[yes/no]:」
というプロンプトが表示されます。

ステップ 4 password encryption aes

例：

Router (config)# password-encryption aes

暗号化事前共有鍵のイネーブル化
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トラブルシューティングのヒント 

「ciphertext >[for username bar>] is incompatible with the configured master key」という警告メッセー

ジが表示された場合は、入力またはカット アンド ペーストした暗号文がマスター鍵に適合しないか、

またはマスター鍵が存在しないと判断できます（暗号文は受理または保存されます）。この警告メッ

セージを手掛かりにすれば、設定の不具合箇所を特定できます。

暗号化事前共有鍵のモニタリング

暗号化事前共有鍵に関するロギングを出力するには、次の手順を実行します。

1. enable

2. password logging

手順の詳細

例

次に示すのは、password logging によるデバッグ出力の表示例です。ここでは、マスター鍵が新規に設

定された場合と、その新しいマスター鍵を使用してその他の鍵が暗号化された場合が表示されています。

Router (config)# key config-key password-encrypt 
New key: 
Confirm key: 
Router (config)#
01:40:57: TYPE6_PASS: New Master key configured, encrypting the keys with 
the new master keypas

Router (config)# key config-key password-encrypt 
Old key: 
New key: 
Confirm key: 
Router (config)#
01:42:11: TYPE6_PASS: Master key change heralded, re-encrypting the keys 
with the new master key
01:42:11: TYPE6_PASS: Mac verification successful
01:42:11: TYPE6_PASS: Mac verification successful
01:42:11: TYPE6_PASS: Mac verification successful

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 password logging

例：

Router# password logging

タイプ 6 パスワードの処理に関するデバッグ出力のログを

表示します。
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次の作業

次に示す作業を実行できます。これらの各作業は、互いに独立したものです。

• 「ISAKMP 事前共有鍵の設定」（P.6）

• 「ISAKMP 鍵リングの ISAKMP 事前共有鍵の設定」（P.7）

• 「ISAKMP アグレッシブ モードの設定」（P.8）

• 「Unity サーバ グループ ポリシーの設定」（P.9）

• 「Easy VPN クライアントの設定」（P.10）

ISAKMP 事前共有鍵の設定

ISAKMP 事前共有鍵を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp key keystring address peer-address

4. crypto isakmp key keystring hostname hostname

手順の詳細

例

次に示すのは、暗号化事前共有鍵が設定された場合の出力例です。

crypto isakmp key 6 _Hg[^^ECgLGGPF^RXTQfDDWQ][YAAB address 10.2.3.4
crypto isakmp key 6 `eR\eTRaKCUZPYYQfDgXRWi_AAB hostname foo.com 

コマンド 説明

ステップ 1 enable

例：

Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp key keystring address peer-address

例：

Router (config)# crypto isakmp key cisco address 
10.2.3.4

事前共有認証キーを設定します。

• peer-address 引数には、リモート ピアの IP ア
ドレスを指定します。

ステップ 4 crypto isakmp key keystring hostname hostname

例：

Router (config)# crypto isakmp key foo hostname 
foo.com

事前共有認証キーを設定します。

• hostname 引数には、ピアの Fully Qualified 
Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイン名）

を指定します。
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ISAKMP 鍵リングの ISAKMP 事前共有鍵の設定

IPSec Virtual Route Forwarding（VRF; 仮想経路フォワーディング）で使用される ISAKMP リングの 
ISAKMP 事前共有鍵を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto keyring keyring-name

4. pre-shared-key address address key key

5. pre-shared-key hostname hostname key key

手順の詳細

例

次に示すのは、ISAKMP 鍵リングの事前共有鍵が設定された場合の show-running-config による出力

例です。

crypto keyring foo
  pre-shared-key address 10.2.3.5 key 6 `WHCJYR_Z]GRPF^RXTQfDcfZ]GPAAB
  pre-shared-key hostname foo.com key 6 aE_REHDcOfYCPF^RXTQfDJYVVNSAAB

コマンド 説明

ステップ 1 enable

例：

Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto keyring keyring-name

例：

Router (config)# crypto keyring foo

Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー 
エクスチェンジ）認証で使用する暗号鍵リングを定

義し、鍵リング コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 4 pre-shared-key address address key key

例：

Router (config-keyring)# pre-shared-key address 
10.2.3.5 key cisco

IKE 認証に使用する事前共有鍵を定義します。

• address 引数には、リモート ピアの IP アドレ

スを指定します。

ステップ 5 pre-shared-key hostname hostname key key

例：

Router (config-keyring)# pre-shared-key hostname 
foo.com key cisco

IKE 認証に使用する事前共有鍵を定義します。

• hostname 引数には、ピアの FQDN を指定しま

す。
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ISAKMP アグレッシブ モードの設定

ISAKMP アグレッシブ モードを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp peer ip-address ip-address

4. set aggressive-mode client-endpoint client-endpoint

5. set aggressive-mode password password

手順の詳細

例

次に示すのは、ISAKMP アグレッシブ モードの暗号化事前共有鍵が設定された場合の 
show-running-config による出力例です。

crypto isakmp peer address 10.2.3.4
 set aggressive-mode password 6 ^aKPIQ_KJE_PPF^RXTQfDTIaLNeAAB
set aggressive-mode client-endpoint fqdn cisco.com

コマンド 説明

ステップ 1 enable

例：

Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp peer ip-address ip-address

例：

Router (config)# crypto isakmp peer ip-address 
10.2.3.4

アグレッシブ モードのトンネル アトリビュートに

関し、IP Security（IPSec; IP セキュリティ）ピア

による AAA の IKE クエリーをイネーブルにし 、
ISAKMP ピア コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 4 set aggressive-mode client-endpoint client-endpoint

例：

Router (config-isakmp-peer)# set aggressive-mode 
client-endpoint fqdn cisco.com

ISAKMP ピア設定内で、Tunnel-Client-Endpoint ア
トリビュートを指定します。

ステップ 5 set aggressive-mode password password

例：

Router (config-isakmp-peer)# set aggressive-mode 
password cisco

ISAKMP ピア設定内で、Tunnel-Password アトリ

ビュートを指定します。
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Unity サーバ グループ ポリシーの設定

Unity サーバ グループ ポリシーを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client configuration group group-name

4. pool name

5. domain name

6. key name

手順の詳細

例

次に示すのは、Unity サーバ グループ ポリシーに対して暗号化された鍵が設定された場合の 
show-running-config による出力例です。

crypto isakmp client configuration group foo

コマンド 説明

ステップ 1 enable

例：

Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp client configuration group group-name

例：

Router (config)# crypto isakmp client configuration 
group foo

定義するグループのポリシー プロファイルを指定

し、ISAKMP グループ コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 pool name

例：

Router (config-isakmp-group)# pool foopool

ローカル プール アドレスを定義します。

ステップ 5 domain name

例：

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

グループが属する Domain Name Service（DNS; ド
メイン ネーム サービス）ドメインを指定します。

ステップ 6 key name

例：

Router (config-isakmp-group)# key cisco

グループ ポリシー アトリビュートの定義に使用す

る IKE 事前共有鍵を指定します。
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 key 6 cZZgDZPOE\dDPF^RXTQfDTIaLNeAAB
 domain cisco.com
 pool foopool

Easy VPN クライアントの設定

Easy VPN クライアントを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec client ezvpn name

4. peer ipaddress

5. mode client

6. group group-name key group-key

7. connect manual

手順の詳細

コマンド 説明

ステップ 1 enable

例：

Router# enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec client ezvpn name

例：

Router (config)# crypto ipsec client ezvpn foo

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを

作成し、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 4 peer ipaddress

例：

Router (config-isakmp-peer)# peer 10.2.3.4

VPN 接続に対して、ピアの IP アドレスを設定しま

す。

ステップ 5 mode client

例：

Router (config-isakmp-ezpvy)# mode client

Network Address Translation（NAT; ネットワーク 
アドレス変換）または Peer Address Translation

（PAT; ピア アドレス変換）を使用する Cisco Easy 
VPN クライアント モード用にルータを自動設定し

ます。
10
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  暗号化事前共有キーに関する設定例
例

次に示すのは、Easy VPN クライアントが設定された場合の show-running-config による出力例です。

この鍵は暗号化されています。

crypto ipsec client ezvpn foo
 connect manual
 group foo key 6 gdMI`S^^[GIcPF^RXTQfDFKEO\RAAB
 mode client
 peer 10.2.3.4

暗号化事前共有キーに関する設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「暗号化事前共有鍵：例」（P.11）

• 「鍵が存在しない場合：例」（P.12）

• 「鍵が存在する場合：例」（P.12）

• 「鍵が存在する状況でユーザがインタラクティブにキーボード操作を行う場合：例」（P.12）

• 「鍵が存在しない状況でユーザがインタラクティブにキーボード操作を行う場合：例」（P.12）

• 「パスワード暗号化の設定解除」（P.12）

暗号化事前共有鍵：例

次に示すのは、タイプ 6 の事前共有鍵が暗号化された場合の設定例です。この中には、ユーザに対して

表示されるプロンプトやメッセージも含まれています。

Router (config)# crypto isakmp key cisco address 10.0.0.2
Router (config)# exit
Router# show runnning-config | include crypto isakmp key
crypto isakmp key cisco address 10.0.0.2

Router#
Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router (config)# password encryption aes 
Router (config)# key config-key password-encrypt 
New key:
Confirm key:
Router (config)#
01:46:40: TYPE6_PASS: New Master key configured, encrypting the keys with
the new master key
Router (config)# exit

ステップ 6 group group-name key group-key

例：

Router (config-isakmp-ezvpn)# group foo key cisco

VPN 接続に使用するグループ名および鍵値を指定

します。

ステップ 7 connect manual

例：

Router (config-isakmp-ezvpn)# connect manual

手動設定を指定して、Cisco Easy VPN Remote クラ

イアントに対し、コマンドまたは API のコールを

待ってから、Cisco Easy VPN Remote 接続の確立を

試行するよう指示します。

コマンド 説明
11



暗号化事前共有鍵

  暗号化事前共有キーに関する設定例
Router # show running-config | include crypto isakmp key
crypto isakmp key 6 CXWdhVTZYB_Vcd^`cIHDOahiFTa address 10.0.0.2

鍵が存在しない場合：例

次に示すのは、鍵が存在しない場合の設定例です。

Router (config)# key config-key password-encryption testkey 123

鍵が存在する場合：例

次に示すのは、鍵が存在する場合の設定例です。

Router (config)# key config-key password-encryption testkey123
Old key:
Router (config)#

鍵が存在する状況でユーザがインタラクティブにキーボード操作を行う
場合：例

次に示すのは、鍵が存在する状況でユーザがインタラクティブにキーボード操作を行う場合の設定例で

す。key config-key password-encryption コマンドを入力し、Enter キーを押して対話モードを開始す

ると、画面には Old key、New key、Confirm key という 3 つのプロンプトが表示されます。

Router (config)# key config-key password-encryption
Old key:
New key:
Confirm key:

鍵が存在しない状況でユーザがインタラクティブにキーボード操作を行う
場合：例

次に示すのは、鍵が存在しない状況でユーザがインタラクティブにキーボード操作を行う場合の設定例

です。対話モードを開始すると、画面には New key および Confirm key という 2 つのプロンプトが表

示されます。

Router (config)# key config-key password-encryption 
New key:
Confirm key:

パスワード暗号化の設定解除

次に示すのは、ユーザがパスワード暗号化の設定を解除する場合の設定例です。対話モードを開始する

と、画面には「WARNING: All type 6 encrypted keys will become unusable.Continue with master key 
deletion?[yes/no]:」 というプロンプトが表示されます。

Router (config)# no key config-key password-encryption

WARNING: All type 6 encrypted keys will become unusable. Continue with master key 
deletion ? [yes/no]: y
12
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  関連情報
関連情報
その他の事前共有キーを設定します。

その他の参考資料
ここでは、暗号化事前共有鍵に関する関連資料について説明します。

関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

パスワードの設定 • 『Cisco IOS Security Command Reference』

• 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』
の「About Cisco IOS Software Documentation」の章

規格 タイトル

この機能には、新しいまたは変更された規格はありま

せん。

—

MIB MIB リンク

この機能には、新しいまたは変更された MIB はあり

ません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

この機能には、新しいまたは変更された RFC はあり

ません。

—
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シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次に示すコマンドは、この章に記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更され

たものです。これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してくださ

い。Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

• crypto ipsec client ezvpn（グローバル）

• crypto isakmp client configuration group

• crypto isakmp key

• key config-key password-encryption

• password encryption aes

• password logging

• pre-shared-key

• set aggressive-mode password

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport
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識別名ベースのクリプト マップ

機能の履歴

この章では、Cisco IOS Release 12.2(4)T の識別名ベースのクリプト マップ機能について説明します。

次の項で構成されています。

• 「機能の概要」（P.1）

• 「サポートされているプラットフォーム」（P.2）

• 「サポートされている規格、MIB、および RFC」（P.3）

• 「前提条件」（P.3）

• 「設定作業」（P.3）

• 「設定例」（P.5）

• 「コマンド リファレンス」（P.6）

機能の概要
識別名ベースのクリプト マップ機能により、証明書（特に特定の識別名（DN）持つ特定の証明書）を持

つピアの選択された暗号化インターフェイスだけに、アクセスを制限するようにルータを設定できます。

以前まで、暗号化ピアからルータが証明書または共有秘密を受け入れる場合、Cisco IOS では暗号化ピ

アの IP アドレスによって制限する以外、ピアが暗号化インターフェイスと通信するのを防ぐ方法があ

りませんでした。この機能により、ピアが自身の認証に使用した DN に基づいて、ピアが使用できるク

リプト マップを設定し、特定の DN を持つピアがアクセスできる暗号化インターフェイスを制御でき

ます。

利点

識別名ベースのクリプト マップ機能では、暗号化インターフェイスを選択し、特定の証明書（なかで

も特別な DN を持つ証明書）を持つピアがそのインターフェイスにアクセスしないよう、ルータに制限

を設定できます。

リリース 変更点

12.2(4)T この機能が追加されました。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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  サポートされているプラットフォーム
制約事項

システム要件

この機能を設定するには、ルータが IP セキュリティをサポートする必要があります。

パフォーマンス上の影響

アクセスを制限する DN が多い場合、少数のアイデンティティ セクションを参照する多数のクリプト 
マップを指定するよりも、多数のアイデンティティ セクションを参照する少数のクリプト マップを指

定することを推奨します。

関連資料

次のマニュアルには、識別名ベースのクリプト マップ機能の関連情報が記載されています。

• 『Cisco IOS Security Command Reference』

• 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity, Release 12.4T』

サポートされているプラットフォーム
この機能は、次のプラットフォームでサポートされます。

• Cisco 1700 シリーズ

• Cisco 2600 シリーズ

• Cisco 3620

• Cisco 3640

• Cisco 3660

• Cisco 7100 シリーズ

• Cisco 7200 シリーズ

• Cisco uBR905 ケーブル アクセス ルータ

• Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータ

Feature Navigator を使用したプラットフォーム サポートの判別

Cisco IOS ソフトウェアは、特定のプラットフォームがサポートされている機能セットにパッケージン

グされています。この機能のプラットフォーム サポートに関する 新情報を入手するには、Feature 
Navigator にアクセスしてください。新しいプラットフォーム サポートが機能に追加されると、

Feature Navigator によって、サポートされているプラットフォームのリストが自動的に更新されます。

Feature Navigator は Web ベースのツールであり、特定の機能セットがサポートされている Cisco IOS 
ソフトウェア イメージ、および、特定の Cisco IOS イメージ内でサポートされている機能を素早く特

定できます。

Feature Navigator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘れ

たり、紛失したりした場合は、空の E メールを cco-locksmith@cisco.com に送信してください。自動

チェックによって、E メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうかが確認されます。

チェックが正常に終了したら、ランダムな新しいパスワードとともにアカウントの詳細が E メールで

届きます。資格のあるユーザは、http://www.cisco.com/register にある指示に従って、Cisco.com 上に

アカウントを作成できます。
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Feature Navigator は定期的に更新されています（Cisco IOS ソフトウェアの主要なリリース時およびテ

クノロジー リリース時）。 新情報については、次の URL から Feature Navigator ホームページにアク

セスしてください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp

サポートされている規格、MIB、および RFC
規格

なし

MIB

なし

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セットの 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

RFC

なし

前提条件
DN ベースのクリプト マップを設定する前に、次の作業を実行する必要があります。

• ピアごとに IKE ポリシーを作成します。

IKE ポリシーの作成に関する詳細については『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure 
Connectivity』の「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」の章を参照してください。

• IPSec のクリプト マップ エントリを作成します。

クリプト マップ エントリの作成に関する詳細については『Cisco IOS Security Configuration 
Guide: Secure Connectivity』の「Configuring Security for VPNs with IPsec」の章を参照してくだ

さい。

設定作業
クリプト マップ エントリの作成に関する詳細については、「IPsec VPN のセキュリティの設定」を参照

してください。一覧内の各作業は、必須と任意に分けています。

• 「（DN によって認証された）DN ベースのクリプト マップの設定」（必須）

• 「（ホスト名によって認証された）DN ベースのクリプト マップの設定」（必須）

• 「DN ベースのクリプト マップへのアイデンティティの適用」（必須）

• 「DN ベースのクリプト マップの確認」（任意）
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（DN によって認証された）DN ベースのクリプト マップの設定

DN によって認証されたピアだけが使用できる DN ベースのクリプト マップを設定するには、グローバ

ル コンフィギュレーション モードの開始時に次のコマンドを使用します。

（ホスト名によって認証された）DN ベースのクリプト マップの設定

ホスト名によって認証されたピアだけが使用できる DN ベースのクリプト マップを設定するには、グ

ローバル コンフィギュレーション モードの開始時に次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# crypto identity name ルータの証明書内にある指定 DN リストを使用し

てルータのアイデンティティを設定し、暗号アイ

デンティティ コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 2 Router(crypto-identity)# dn name=string [,name=string] ルータの証明書内にある DN に、ルータのアイデ

ンティティを関連付けます。

（注） ピアのアイデンティティは、交換された

証明書のアイデンティティと一致する必

要があります。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# crypto identity name ルータの証明書内にある指定 DN リストを使用し

てルータのアイデンティティを設定し、暗号アイ

デンティティ コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 2 Router(crypto-identity)# fqdn name ピアの認証に使用したホスト名にルータのアイデ

ンティティを関連付けます。

（注） ピアのアイデンティティは、交換された

証明書のアイデンティティと一致する必

要があります。
4



識別名ベースのクリプト マップ

  設定例
DN ベースのクリプト マップへのアイデンティティの適用

（クリプト マップのコンテキスト内で）アイデンティティを適用するには、グローバル コンフィギュ

レーション モードの開始時に次のコマンドを使用します。

DN ベースのクリプト マップの確認

この機能が適切に設定されているかを確認するには、EXEC モードで次のコマンドを使用します。

トラブルシューティングのヒント

暗号化ピアが接続を確立しようと試み、それが DN ベースのクリプト マップ設定によってブロックさ

れた場合、次のエラー メッセージが記録されます。

<time>: %CRYPTO-4-IKE_QUICKMODE_BAD_CERT: encrypted connection attempted with a peer 
without the configured certificate attributes.

設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「DN ベースのクリプト マップ設定例」

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# crypto map map-name seq-num 
ipsec-isakmp

クリプト マップ エントリを作成または変更し、

クリプト マップ コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 2 Router(config-crypto-map)# identity name クリプト マップに対して ID を適用します。

このコマンドが適用されると、identity name 内
に表示された設定と一致するホストだけが指定の

クリプト マップを使用できます。

（注） クリプト マップ内に identity コマンドが

表示されない場合は、暗号化ピアの IP ア
ドレスを除き、暗号化接続に制約はあり

ません。

コマンド 目的

Router# show crypto identity 設定したアイデンティティを表示します。
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DN ベースのクリプト マップ設定例

次の例では、DN およびホスト名によって認証された DN ベースのクリプト マップを設定する方法を示

します。間にコマンドを説明するためのコメントが含まれています。

! DN based crypto maps require you to configure an IKE policy at each peer.
crypto isakmp policy 15
 encryption 3des
 hash md5
 authentication rsa-sig
 group 2
 lifetime 5000
crypto isakmp policy 20
 authentication pre-share
 lifetime 10000
crypto isakmp key 1234567890 address 171.69.224.33
!
! The following is an IPSec crypto map (part of IPSec configuration). It can be used only 
! by peers that have been authenticated by DN and if the certificate belongs to BigBiz.
crypto map map-to-bigbiz 10 ipsec-isakmp
 set peer 172.21.114.196
 set transform-set my-transformset 
 match address 124
identity to-bigbiz

!
crypto identity to-bigbiz
 dn ou=BigBiz
!
!
! This crypto map can be used only by peers that have been authenticated by hostname
! and if the certificate belongs to little.com.
crypto map map-to-little-com 10 ipsec-isakmp
 set peer 172.21.115.119
 set transform-set my-transformset 
 match address 125
identity to-little-com

!
crypto identity to-little-com
 fqdn little.com
!

コマンド リファレンス
この機能に関連して、次の新しいコマンドが追加されています。これらのコマンドおよびこの機能に使

用されているその他のコマンドのコマンド ページを参照するには、『Cisco IOS Master Commands List』
（http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/products_product_indices_list.html）にアクセスしてく

ださい。

• crypto identity

• dn

• fqdn

• identity

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してくだ

さい。
6

http://www.cisco.com/en/US/products/ps6441/products_product_indices_list.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html


識別名ベースのクリプト マップ

  コマンド リファレンス
Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2009–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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VRF-Aware IPSec

VRF-Aware IPsec 機能には、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッ

チング）Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）に対する IP Security
（IPsec）トンネル マッピングが導入されています。VRF-Aware IPsec 機能を使用すれば、シングル パ
ブリック方向アドレスによって、Virtual Routing and Forwarding（VPN Routing and Forwarding; VPN 
ルーティング /転送）に対して IPsec トンネルをマッピングできます。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「VRF-Aware IPsec の機能情報」（P.36）を参照して

ください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「VRF-Aware IPsec に関する制約事項」（P.2）

• 「VRF-Aware IPsec に関する情報」（P.2）

• 「VRF-Aware IPsec の設定方法」（P.4）

• 「VRF-Aware IPsec の設定例」（P.22）

• 「その他の参考資料」（P.34）

• 「VRF-Aware IPsec の機能情報」（P.36）

• 「用語集」（P.37）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  VRF-Aware IPsec に関する制約事項
VRF-Aware IPsec に関する制約事項
• 暗号マップ設定を使用して VRF-Aware IPsec 機能を設定し、Inside VRF（IVRF）が Front Door 

VRF（FVRF）とは異なる場合、Unicast Reverse Path Forwarding（uRPF; ユニキャスト RPF）が

暗号マップ インターフェイス上でイネーブルになっていると、この機能と uRPFの相互運用はでき

なくなります。ネットワークに URPF が必要な場合、暗号マップではなく、IPsec の Virtual 
Tunnel Interface（VTI）を使用することを推奨します。

• VRF-Aware IPsec 機能では、VRF 間における IPsec トンネル マッピングはできません。たとえば、

VRF vpn1 から VRF vpn2 への IPsec トンネル マッピングはできません。

• VRF-Aware IPsec 機能を暗号マップと使用した場合、この暗号マップではグローバル VRF を 
IVRF として使用し、非グローバル VRF を FVRF として使用することはできません。しかし、仮

想トンネル インターフェイスに基づく設定にその制限はありません。VTI または Dynamic VTI
（DVTI; ダイナミック VTI）を使用した場合、グローバル VRF を IVRF と使用すると同時に、非

グローバル VRF を FVRF として使用できます。

VRF-Aware IPsec に関する情報
VRF-Aware IPsec 機能を使用すれば、IPsec トンネルを MPLS VPN にマッピングできます。この機能

を設定および使用するには、次の考えを理解する必要があります。

• 「VRF インスタンス」（P.2）

• 「MPLS 配信プロトコル」（P.2）

• 「VRF-Aware IPsec 機能の概要」（P.2）

VRF インスタンス

VRF は、VPN ごとのルーティング情報リポジトリであり、Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）

ルータに接続されたカスタマー サイトの VPN メンバーシップが定義されています。VRF は、IP ルー

ティング テーブル、取得された Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォワーディン

グ）テーブル、転送テーブルを使用する一連のインターフェイス、およびルーティング テーブルに格

納されている情報を制御するための一連のルールおよびルーティング プロトコル パラメータで構成さ

れています。各 VPN カスタマーに対して、別個の一連のルーティング テーブルおよび Cisco Express 
Forwarding（CEF）テーブルが維持されます。

MPLS 配信プロトコル

MPLS 配信プロトコルは、高性能のパケット転送テクノロジーであり、データ リンク層スイッチング

のパフォーマンスおよびトラフィック管理機能と、ネットワーク層ルーティングのスケーラビリティ、

柔軟性、およびパフォーマンスが統合されています。

VRF-Aware IPsec 機能の概要

Front Door VRF（FVRF）と Inside VRF（IVRF）が、この機能を理解するうえで重要な概念となります。
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  VRF-Aware IPsec に関する情報
各 IPsec トンネルは、2 つの VRF ドメインに関連付けられます。外部のカプセル化されたパケットは 1 
つの VRF ドメイン（本マニュアルでは FVRF と呼びます）に所属し、内部の保護された IP パケット

は IVRF と呼ばれる別のドメインに所属します。言い換えると、IPsec トンネルのローカル エンドポイ

ントは FVRF に所属し、内部パケットの発信元および宛先アドレスは IVRF に所属します。

1 つ以上の IPsec トンネルを、単一のインターフェイス上で終了できます。これらのトンネルのすべて

の FVRF は同じものであり、そのインターフェイス上で設定されている VRF に設定されます。これら

のトンネルの IVRF は異なる可能性があり、暗号マップエントリに付加された Security Association 
and Key Management Protocol（ISAKMP）プロファイル内で定義されている VRF に依存します。

図 1 は、MPLS およびレイヤ 2 VPN への IPsec を示すシナリオの図です。

図 1 MPLS およびレイヤ 2 VPN への IPsec

IPsec トンネルへのパケット フロー

• VPN パケットが、サービス プロバイダー MPLS のバックボーン ネットワークから PE へ到着し、

インターネット方向のインターフェイスを介してルーティングされます。

• パケットが Security Policy Database（SPD）と照合され、IPsec カプセル化されます。SPD には、

IVRF と Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）が格納されています。

• 次に、IPsec カプセル化パケットが、FVRF ルーティング テーブルによって転送されます。

IPsec トンネルからのパケット フロー

• IPsec カプセル化パケットが、リモート IPsec エンドポイントから PE ルータに到着します。
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VRF-Aware IPSec

  VRF-Aware IPsec の設定方法
• IPsec によって、Security Parameter Index（SPI; セキュリティ パラメータ インデックス）、宛先、

およびプロトコルの Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）検索が実行され

ます。

• パケットが、SA によってカプセル開放され、IVRF に関連付けられます。

• パケットが、IVRF ルーティング テーブルによって、さらに転送されます。

VRF-Aware IPsec の設定方法
• 「クリプト キーリングの設定」（P.4）（任意）

• 「ISAKMP プロファイルの設定」（P.6）（必須）

• 「暗号マップ上における ISAKMP プロファイルの設定」（P.10）（必須）

• 「IKE フェーズ 1 ネゴシエーション中に拡張認証を無視するように設定」（P.11）（任意）

• 「VRF-Aware IPsec の確認」（P.12）

• 「セキュリティ アソシエーションのクリア」（P.12）

• 「VRF-Aware IPsec のトラブルシューティング」（P.13）

クリプト キーリングの設定

クリプト キーリングは、事前共有キー、および、Rivest、Shamir、Adelman（RSA）公開キーのリポ

ジトリです。Cisco IOS ルータ上には、0 以上のキーリングを設定できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto keyring keyring-name [vrf fvrf-name]

4. description string

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

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

7. address ip-address

8. serial-number serial-number

9. key-string

10. text

11. quit

12. exit

13. exit
4
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  VRF-Aware IPsec の設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto keyring keyring-name [vrf fvrf-name]

例：
Router (config)# crypto keyring VPN1

キーリングの名前として keyring-name を指定してキーリ

ングを定義し、キーリング コンフィギュレーション モー

ドを開始します。

• （任意）vrf キーワードおよび fvrf-name 引数は、キー

リングが Front Door Virtual Routing and Forwarding
（FVRF）にバインドされることを意味します。ローカ

ル エンドポイントが FVRF 内にある場合、キーリング

内のキーが検索されます。vrf を指定しない場合、

キーリングはグローバルにバインドされます。

ステップ 4 description string

Router (config-keyring)# description The keys 
for VPN1

（任意）キーリングに関する 1 行の説明です。

ステップ 5 pre-shared-key {address address [mask] | 
hostname hostname} key key

例：
Router (config-keyring)# pre-shared-key 
address 10.72.23.11 key VPN1

（任意）アドレスまたはホスト名によって、事前共有キー

を定義します。

ステップ 6 rsa-pubkey {address address | name fqdn} 
[encryption | signature]

例：
Router(config-keyring)# rsa-pubkey name 
host.vpn.com

（任意）アドレスまたはホスト名によって RSA 公開キーを

定義し、rsa-pubkey コンフィギュレーション モードを開始

します。

• オプションの encryption キーワードでは、キーが暗

号化のために使用されることが指定されます。

• オプションの encryption キーワードでは、キーがシ

グニチャ用に使用されることが指定されます。デフォ

ルトでは、キーはシグニチャ用に使用されます。

ステップ 7 address ip-address

例：
Router(config-pubkey-key)# address 10.5.5.1

（任意）RSA 公開キーの IP アドレスを定義します。

ステップ 8 serial-number serial-number

例：
Router(config-pubkey-key)# serial-number 
1000000

（任意）公開キーのシリアル番号を指定します。値は 0 か
ら始まり、無制限です。
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  VRF-Aware IPsec の設定方法
ISAKMP プロファイルの設定

ISAKMP プロファイルは、一連のピアの Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクス

チェンジ）フェーズ 1 および IKE フェーズ 1.5 設定のリポジトリです。ISAKMP プロファイルでは、

IKE フェーズ 1 およびフェーズ 1.5 交換中に、キープアライブ、トラストポイント、ピアの ID、およ

び XAUTH AAA リストなどのアイテムが定義されます。Cisco IOS ルータ上には、0 以上の ISAKMP 
プロファイルを設定できます。

（注） • ルータから Certification Authority（CA; 認証局）へのトラフィック（認証および登録用、または、

証明書失効リスト（CRL）所得用）、または Lightweight Directory Access Protocol（LDAP）サー

バへのトラフィック（CRL 取得用）を VRF を介してルーティングする必要がある場合、トラスト

ポイントに vrf コマンドを追加する必要があります。追加しない場合、トラフィックはデフォルト

のルーティング テーブルを使用します。

• プロファイルに 1 つ以上のトラストポイントが指定されていない場合、ルータ内のすべてのトラス

トポイントが使用されて、ピアの証明書の確認が試行されます（IKE メイン モードまたはシグニ

チャ認証）。1 つ以上のトラストポイントが指定されている場合、それらのトラストポイントだけ

が使用されます。

ステップ 9 key-string

例：
Router (config-pubkey-key)# key-string

公開キーを定義するためのテキスト モードを開始します。

ステップ 10 text

例：
Router (config-pubkey)# 00302017 4A7D385B 
1234EF29 335FC973

公開キーを指定します。

（注） この手順で追加できる公開キーは 1 つだけです。

ステップ 11 quit

例：
Router (config-pubkey)# quit

公開キー コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 12 exit

例：
Router (config-pubkey)# exit

キーリング コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 13 exit

例：
Router(config-keyring)# exit#

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
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制約事項

IKE を開始するルータと IKE 要求に応答するルータのトラストポイント設定は互いに対称的である必

要があります。たとえば、RSA シグニチャ暗号化および認証を実行中の応答ルータ（IKE メイン モー

ド）では、CERT-REQ ペイロードの送信時に、グローバル コンフィギュレーション内で定義されたト

ラストポイントが使用されている場合があります。しかし、そのルータでは、証明書の確認のために 
ISAKMP プロファイル内で定義されたトラストポイントの制限リストが使用されている場合がありま

す。ピア（IKE の発信側）が、トラストポイントが応答ルータのグローバル リスト内に存在するが、

応答ルータの ISAKMP プロファイル内には存在しない証明書を使用するように設定されている場合、

その証明書は拒否されます（ただし、開始ルータによって、応答ルータのグローバル コンフィギュ

レーション内のトラストポイントが認識されていない場合は、その証明書は認証されます）。

手順の概要 

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp profile profile-name

4. description string

5. vrf ivrf-name

6. keepalive seconds retry retry-seconds

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

8. keyring keyring-name

9. ca trust-point trustpoint-name

10. match identity {group group-name | address address [mask] [fvrf] | host host-name | host domain 
domain-name | user user-fqdn | user domain domain-name} 

11. client configuration address {initiate | respond} 

12. client authentication list list-name

13. isakmp authorization list list-name 

14. initiate mode aggressive

15. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
7
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ステップ 3 crypto isakmp profile profile-name

例：
Router (config)# crypto isakmp profile 
vpnprofile

Internet Security Association and Key Management 
Protocol（ISAKMP）プロファイルを定義し、isakmp プロ

ファイル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 description string

例：
Router (conf-isa-prof)# description 
configuration for VPN profile

（任意）ISAKMP プロファイルの 1 行の説明を指定します。

ステップ 5 vrf ivrf-name

例：
Router (conf-isa-prof)# vrf VPN1

（任意）IPsec トンネルを Virtual Routing and Forwarding
（VRF）インスタンスにマッピングします。

（注） VRF は、Security Policy Database（SPD）の照合

のためのマッチングのためのセレクタにもなりま

す。VRF が ISAKMP プロファイル内で指定されて

いない場合、IPsec トンネルの IVRF は、その 
FVRF と同じになります。

ステップ 6 keepalive seconds retry retry-seconds

例：
Router (conf-isa-prof)# keepalive 60 retry 5

（任意）ゲートウェイに対して、Dead Peer Detection
（DPD）メッセージのピアへの送信を許可します。

• 定義しない場合、ゲートウェイではグローバル コン

フィギュレーション値が使用されます。

• seconds：DPD メッセージ間の秒数。指定できる範囲

は 10 ～ 3600 秒です。

• retry retry-seconds：DPD メッセージがエラーになっ

た場合の、リトライ間の秒数 指定できる範囲は 2 ～ 
60 秒です。

ステップ 7 self-identity {address | fqdn | user-fqdn 
user-fqdn}

例：
Router (conf-isa-prof)# self-identity address

（任意）ローカル IKE によって、リモート ピアに対して IKE 
自身を識別させるために使用される、ID を指定します。

• 定義しない場合、IKE ではグローバル コンフィギュ

レーション値が使用されます。

• address：出力インターフェイスの IP アドレスを使用

します。

• fqdn：ルータの Fully Qualified Domain Name
（FQDN; 完全修飾ドメイン名）を使用します。

• user-fqdn：指定した値を使用します。

ステップ 8 keyring keyring-name

例：
Router (conf-isa-prof)# keyring VPN1

（任意）フェーズ 1 認証用に使用するキーリングを指定し

ます。

• キーリングを指定しない場合、グローバル キー定義が

使用されます。

ステップ 9 ca trust-point {trustpoint-name}

例：
Router (conf-isa-prof)# ca trustpoint 
VPN1-trustpoint

（任意）Rivest、Shamir、Adelman（RSA）証明書を確認

するためのトラストポイントを指定します。

• ISAKMP プロファイル内でトラストポイントが指定さ

れていない場合、Cisco IOS ルータ上で設定されてい

るすべてのトラストポイントが証明書の確認に使用さ

れます。

コマンドまたはアクション 目的
8
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ステップ 10 match identity {group group-name | address 
address [mask] [fvrf] | host host-name | host 
domain domain-name | user user-fqdn | user 
domain domain-name}

例：
Router (conf-isa-prof)# match identity address 
10.1.1.1

照合されるクライアント IKE の ID を指定します。

• group group-name：group-name と ID タイプ 
ID_KEY_ID を照合します。また、group-name と 
Distinguished Name（DN; 認定者名）の 
Organizational Unit（OU; 組織ユニット）フィールド

も照合します。

• address address [mask] fvrf ：address と ID タイプ 
ID_IPV4_ADDR を照合します。mask 引数を使用し

て、アドレスの範囲を指定できます。fvrf 引数では、

アドレスが Front Door Virtual Routing and Forwarding
（FVRF）にあることを指定します。

• host hostname：hostname と ID タイプ ID_FQDN を
照合します。

• host domain domainname：domainname を、ドメイ

ン名が domainname と同じ IP タイプ ID_FQDN と照

合します。このコマンドを使用して、ドメイン内のす

べてのホストを照合します。

• user username：username と ID タイプ 
ID_USER_FQDN を照合します。

• user domain domainname：ドメイン名が 
domainname と一致する ID タイプ ID_USER_FQDN 
を照合します。

ステップ 11 client configuration address {initiate | 
respond}

例：
Router (conf-isa-prof)# client configuration 
address initiate

（任意）モード設定交換を開始するか、モード設定要求に

応答するかを指定します。

ステップ 12 client authentication list list-name

例：
Router (conf-isa-prof)# client authentication 
list xauthlist

（任意）Extended Authentication（XAUTH）交換中にリ

モート クライアントを認証するために使用する 
Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認
証、認可、アカウンティング）。

ステップ 13 isakmp authorization list list-name

例：
Router (conf-isa-prof)# isakmp authorization 
list ikessaaalist

（任意）フェーズ 1 キーおよびその他の AV のペアを受信す

るためのネットワーク認証サーバ。

コマンドまたはアクション 目的
9
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次の作業

「暗号マップ上における ISAKMP プロファイルの設定」（P.10）の項を参照してください。

暗号マップ上における ISAKMP プロファイルの設定

ISAKMP プロファイルを、暗号マップに適用する必要があります。ISAKMP プロファイル上の IVRF 
は、VPN トラフィックの照合時にセレクタとして使用されます。ISAKMP プロファイル上に IVRF が
存在しない場合、IVRF は FVRF と同じになります。暗号マップ上の ISAKMP プロファイルを設定す

るには、次の作業を実行します。

前提条件

暗号マップ上で ISAKMP プロファイルを設定する前に、ルータに対して基本 IPsec の設定を行ってお

く必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name isakmp-profile isakmp-profile-name

4. set isakmp-profile profile-name

5. exit

手順の詳細

ステップ 14 initiate mode aggressive

例：
Router (conf-isa-prof)# initiate mode 
aggressive

（任意）アグレッシブ モード交換を開始します。

• 指定しない場合、IKE によって、メイン モード交換が

常に開始されます。

ステップ 15 exit

例：
Router (conf-isa-prof)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
10
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IKE フェーズ 1 ネゴシエーション中に拡張認証を無視するように設定

IKE フェーズ 1 ネゴシエーション中に XAUTH を無視するには、no crypto xaut コマンドを使用しま

す。Unity クライアントの拡張認証が不要な場合、no crypto xauth コマンドを使用します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. no crypto xauth interface

手順の詳細

ステップ 3 crypto map map-name isakmp-profile 
isakmp-profile-name

例：
Router (config)# crypto map vpnmap 
isakmp-profile vpnprofile

（任意）暗号マップ セット用に Internet Key Exchange and 
Key Management Protocol（ISAKMP）プロファイルを指

定し、暗号マップ コンフィギュレーション モードを開始

します。

• ISAKMP プロファイルは、IKE 交換中に使用されま

す。

ステップ 4 set isakmp-profile profile-name

例：
Router (config-crypto-map)# set isakmp-profile 
vpnprofile

（任意）トラフィックが暗号マップ エントリと一致した際

に使用する ISAKMP プロファイルを指定します。

ステップ 5 exit

例：
Router (config-crypto-map)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 no crypto xauth interface

例：
Router(config)# no crypto xauth ethernet0

インターフェイスの IP アドレスを宛先とする要求の 
XAUTH 提案を無視します。デフォルトでは、IKE によっ

て、XAUTH 提案が処理されます。
11
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VRF-Aware IPsec の確認

VRF-Aware IPsec の設定を確認するには、次の show コマンドを使用します。これらの show コマンドに

よって、設定情報および Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）を表示できます。

手順の概要

1. enable

2. show crypto ipsec sa [map map-name | address | identity | interface interface | peer [vrf 
fvrf-name] address | vrf ivrf-name] [detail]

3. show crypto isakmp key

4. show crypto isakmp profile

5. show crypto key pubkey-chain rsa

手順の詳細

セキュリティ アソシエーションのクリア

次の clear コマンドによって、SA をクリアできます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show crypto ipsec sa [map map-name | address | 
identity | interface interface | peer [vrf 
fvrf-name] address | vrf ivrf-name] [detail]

例：
Router# show crypto ipsec sa vrf vpn1

現在の SA によって使用される設定の表示を許可します。

ステップ 3 show crypto isakmp key

例：
Router# show crypto isakmp key

すべてのキーリングおよびその事前共有キーを一覧表示し

ます。

• このコマンドを使用して、クリプト キーリング設定を

確認します。

ステップ 4 show crypto isakmp profile

例：
Router# show crypto isakmp profile

すべての ISAKMP プロファイルおよびその設定を一覧表

示します。

ステップ 5 show crypto key pubkey-chain rsa

例：
Router# show crypto key pubkey-chain rsa

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。

• 出力が、公開キーが所属するキーリングを表示するよ

うに拡張されます。
12
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手順の概要

1. enable

2. clear crypto sa [counters | map map-name | peer [vrf fvrf-name] address | spi address {ah | esp} 
spi | vrf ivrf-name]

手順の詳細

VRF-Aware IPsec のトラブルシューティング

VRF-Aware IPsec のトラブルシューティングを行うには、次の debug コマンドを使用します。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto ipsec

3. debug crypto isakmp

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear crypto sa [counters | map map-name | 
peer [vrf fvrf-name] address | spi address {ah 
| esp} spi | vrf ivrf-name]

例：
Router# clear crypto sa vrf VPN1

IPsec SA をクリアします。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto ipsec

例：
Router# debug crypto ipsec

IP security（IPsec; IP セキュリティ）イベントを表示しま

す。

ステップ 3 debug crypto isakmp

例：
Router(config)# debug crypto isakmp

IKE に関するメッセージを表示します。
13
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VRF-Aware IPsec のデバッグ例

次に、VRF-aware IPsec 設定のサンプル デバッグ出力を示します。

IPsec PE
Router# debug crypto ipsec

Crypto IPSEC debugging is on
IPSEC-PE#debug crypto isakmp
Crypto ISAKMP debugging is on
IPSEC-PE#debug crypto isakmp d
04:31:28: ISAKMP (0:12): purging SA., sa=6482B354, delme=6482B354
04:31:28: ISAKMP: Unlocking IKE struct 0x63C142F8 for declare_sa_dead(), count 0     
IPSEC-PE#debug crypto isakmp detail
Crypto ISAKMP internals debugging is on
IPSEC-PE#
IPSEC-PE#
IPSEC-PE#
04:32:07: ISAKMP: Deleting peer node by peer_reap for 10.1.1.1: 63C142F8
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 172.16.1.1 dst 10.1.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie 3123100B DC887D4E
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.68.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 49A60E88
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 172.16.1.1 dst 10.1.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie 3123100B DBC8E125
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.16.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 B4BDB5B7
04:32:55: ISAKMP (0:0): received packet from 10.1.1.1 dport 500 sport 500 Global (N) NEW 
SA
04:32:55: ISAKMP: local port 500, remote port 500
04:32:55: ISAKMP: hash from 729FA94 for 619 bytes
04:32:55: ISAKMP: Packet hash:
64218CC0:                   B91E2C70 095A1346          9.,p.Z.F
64218CD0: 0EDB4CA6 8A46784F B314FD3B 00        .[L&.FxO.};.   
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 0C07C670
04:32:55: ISAKMP: insert sa successfully sa = 6482B354
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing SA payload. message ID = 0
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing ID payload. message ID = 0
04:32:55: ISAKMP (0:13): peer matches vpn2-ra profile
04:32:55: ISAKMP: Looking for a matching key for 10.1.1.1 in default
04:32:55: ISAKMP: Created a peer struct for 10.1.1.1, peer port 500
04:32:55: ISAKMP: Locking peer struct 0x640BBB18, IKE refcount 1 for 
crypto_ikmp_config_initialize_sa
04:32:55: ISAKMP (0:13): Setting client config settings 648252B0
04:32:55: ISAKMP (0:13): (Re)Setting client xauth list and state
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing vendor id payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID seems Unity/DPD but major 157 mismatch
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID is NAT-T v3
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing vendor id payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID seems Unity/DPD but major 123 mismatch
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID is NAT-T v2
04:32:55: ISAKMP (0:13) Authentication by xauth preshared
04:32:55: ISAKMP (0:13): Checking ISAKMP transform 1 against priority 1 policy
04:32:55: ISAKMP:      encryption 3DES-CBC
04:32:55: ISAKMP:      hash SHA
04:32:55: ISAKMP:      default group 2
04:32:55: ISAKMP:      auth XAUTHInitPreShared
04:32:55: ISAKMP:      life type in seconds
04:32:55: ISAKMP:      life duration (VPI) of 0x0 0x20 0xC4 0x9B 
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04:32:55: ISAKMP (0:13): atts are acceptable. Next payload is 3
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing vendor id payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID seems Unity/DPD but major 157 mismatch
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID is NAT-T v3
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing vendor id payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID seems Unity/DPD but major 123 mismatch
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID is NAT-T v2
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing KE payload. message ID = 0
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing NONCE payload. message ID = 0
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing vendor id payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID is DPD
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing vendor id payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID seems Unity/DPD but major 175 mismatch
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID is XAUTH
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing vendor id payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): claimed IOS but failed authentication
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing vendor id payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): vendor ID is Unity
04:32:55: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_AM_EXCH
04:32:55: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_READY  New State = IKE_R_AM_AAA_AWAIT 

04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 11.1.1.1 dst 172.16.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 7AE6E1DF
04:32:55: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 4 AA 31 (6482B354)
04:32:55:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:32:55:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:32:55: ISAKMP: got callback 1
04:32:55: ISAKMP (0:13): SKEYID state generated
04:32:55: ISAKMP: Unity/DPD ID: vendor_id_payload:
        next: 0xD, reserved: 0x0, len 0x14
04:32:55: ISAKMP: Unity/DPD ID payload dump:
63E66D70:                            0D000014              ....
63E66D80: 12F5F28C 457168A9 702D9FE2 74CC0100  .ur.Eqh)p-.btL..
63E66D90: 00                                   .               
04:32:55: ISAKMP: Unity/DPD ID: vendor_id_payload:
        next: 0xD, reserved: 0x0, len 0x14
04:32:55: ISAKMP: Unity/DPD ID payload dump:
63E66D90: 0D000014 AFCAD713 68A1F1C9 6B8696FC  ..../JW.h!qIk..|
63E66DA0: 77570100 00                          wW...           
04:32:55: ISAKMP (0:13): constructed NAT-T vendor-03 ID
04:32:55: ISAKMP (0:13): SA is doing pre-shared key authentication plus XAUTH using id 
type ID_IPV4_ADDR
04:32:55: ISAKMP (13): ID payload
        next-payload : 10
        type         : 1
        addr         : 172.16.1.1
        protocol     : 17
        port         : 0
        length       : 8
04:32:55: ISAKMP (13): Total payload length: 12
04:32:55: ISAKMP (0:13): constructed HIS NAT-D
04:32:55: ISAKMP (0:13): constructed MINE NAT-D
04:32:55: ISAKMP (0:13): sending packet to 10.1.1.1 my_port 500 peer_port 500 (R) 
AG_INIT_EXCH
04:32:55: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_FROM_AAA, PRESHARED_KEY_REPLY
04:32:55: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_R_AM_AAA_AWAIT  New State = IKE_R_AM2 

04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 172.16.1.1 dst 10.1.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie 3123100B D99DA70D
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.16.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 9C69F917
04:32:55: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 5 21FF 1 (6482B354)
04:32:55:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:32:55:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
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04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 172.16.1.1 dst 10.1.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie 3123100B 00583224
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.16.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 C1B006EE
04:32:55: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 5 21FF 1 (6482B354)
04:32:55:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:32:55:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:32:55: ISAKMP (0:13): received packet from 10.1.1.1 dport 500 sport 500 Global (R) 
AG_INIT_EXCH
04:32:55: ISAKMP: hash from 7003A34 for 132 bytes
04:32:55: ISAKMP: Packet hash:
64218CC0:                   D1202D99 2BB49D38          Q -.+4.8
64218CD0: B8FBB1BE 7CDC67D7 4E26126C 63        8{1>|\gWN&.lc   
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing HASH payload. message ID = 0
04:32:55: ISAKMP:received payload type 17
04:32:55: ISAKMP (0:13): Detected NAT-D payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): recalc my hash for NAT-D
04:32:55: ISAKMP (0:13): NAT match MINE hash
04:32:55: ISAKMP:received payload type 17
04:32:55: ISAKMP (0:13): Detected NAT-D payload
04:32:55: ISAKMP (0:13): recalc his hash for NAT-D
04:32:55: ISAKMP (0:13): NAT match HIS hash
04:32:55: ISAKMP (0:13): processing NOTIFY INITIAL_CONTACT protocol 1
        spi 0, message ID = 0, sa = 6482B354
04:32:55: ISAKMP (0:13): Process initial contact,
bring down existing phase 1 and 2 SA's with local 172.16.1.1 remote 10.1.1.1 remote port 
500
04:32:55: ISAKMP (0:13): returning IP addr to the address pool
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.16.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 05D315C5
04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 172.16.1.1 dst 10.1.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie 3123100B 041A85A6
04:32:55: ISAKMP (0:13): SA has been authenticated with 10.1.1.1
04:32:55: ISAKMP: Trying to insert a peer 172.16.1.1/10.1.1.1/500/,  and inserted 
successfully.
04:32:55: ISAKMP: set new node -803402627 to CONF_XAUTH   
04:32:55: IPSEC(key_engine): got a queue event...
04:32:55: ISAKMP (0:13): sending packet to 10.1.1.1 my_port 500 peer_port 500 (R) QM_IDLE      
04:32:55: ISAKMP (0:13): purging node -803402627
04:32:55: ISAKMP: Sending phase 1 responder lifetime 86400

04:32:55: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_AM_EXCH
04:32:55: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_R_AM2  New State = IKE_P1_COMPLETE 

04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.168.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 25EEF256
04:32:55: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 9 27FF 2 (6482B354)
04:32:55:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:32:55:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:32:55: ISAKMP (0:13): Need XAUTH
04:32:55: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PHASE1_COMPLETE
04:32:55: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_XAUTH_AAA_START_LOGIN_AWAIT 

04:32:55: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.16.1.1
04:32:55: ISAKMP cookie AA8F7B41 2CCFA491
04:32:55: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: B 27FF 12 (6482B354)
04:32:55:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:32:55:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:32:55: ISAKMP: got callback 1
04:32:55: ISAKMP: set new node -1447732198 to CONF_XAUTH   
04:32:55: ISAKMP/xauth: request attribute XAUTH_USER_NAME_V2
04:32:55: ISAKMP/xauth: request attribute XAUTH_USER_PASSWORD_V2
04:32:55: ISAKMP (0:13): initiating peer config to 10.1.1.1. ID = -1447732198
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04:32:55: ISAKMP (0:13): sending packet to 10.1.1.1 my_port 500 peer_port 500 (R) 
CONF_XAUTH   
04:32:55: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_FROM_AAA, IKE_AAA_START_LOGIN
04:32:55: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_XAUTH_AAA_START_LOGIN_AWAIT  New State = 
IKE_XAUTH_REQ_SENT 

04:33:00: ISAKMP (0:13): retransmitting phase 2 CONF_XAUTH    -1447732198 ...
04:33:00: ISAKMP (0:13): incrementing error counter on sa: retransmit phase 2
04:33:00: ISAKMP (0:13): incrementing error counter on sa: retransmit phase 2
04:33:00: ISAKMP (0:13): retransmitting phase 2 -1447732198 CONF_XAUTH   
04:33:00: ISAKMP (0:13): sending packet to 10.1.1.1 my_port 500 peer_port 500 (R) 
CONF_XAUTH   
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie 3123100B 124D4618
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 B0C91917
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: B 27FF 2 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie 3123100B 0E294692
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 091A7695
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: B 27FF 2 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:03: ISAKMP (0:13): received packet from 10.1.1.1 dport 500 sport 500 Global (R) 
CONF_XAUTH   
04:33:03: ISAKMP: hash from 7292D74 for 92 bytes
04:33:03: ISAKMP: Packet hash:
64218CC0:                   84A1AF24 5D92B116          .!/$].1.
64218CD0: FC2C6252 A472C5F8 152AC860 63        |,bR$rEx.*H`c   
04:33:03: ISAKMP (0:13): processing transaction payload from 11.1.1.1. message ID = 
-1447732198
04:33:03: ISAKMP: Config payload REPLY
04:33:03: ISAKMP/xauth: reply attribute XAUTH_USER_NAME_V2
04:33:03: ISAKMP/xauth: reply attribute XAUTH_USER_PASSWORD_V2
04:33:03: ISAKMP (0:13): deleting node -1447732198 error FALSE reason "done with xauth 
request/reply exchange"
04:33:03: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_CFG_REPLY
04:33:03: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_XAUTH_REQ_SENT  New State = 
IKE_XAUTH_AAA_CONT_LOGIN_AWAIT 

04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 A1B3E684
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: B 27FF 12 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:03: ISAKMP: got callback 1
04:33:03: ISAKMP: set new node 524716665 to CONF_XAUTH   
04:33:03: ISAKMP (0:13): initiating peer config to 10.1.1.1. ID = 524716665
04:33:03: ISAKMP (0:13): sending packet to 10.1.1.1 my_port 500 peer_port 500 (R) 
CONF_XAUTH   
04:33:03: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_FROM_AAA, IKE_AAA_CONT_LOGIN
04:33:03: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_XAUTH_AAA_CONT_LOGIN_AWAIT  New State = 
IKE_XAUTH_SET_SENT 
004:33:03: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie 3123100B 5C83A09D
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 2BEBEFD4
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: B 27FF 2 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
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04:33:03: ISAKMP cookie 3123100B DA00A46B
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 FDD27773
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: B 27FF 2 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:03: ISAKMP (0:13): received packet from 10.1.1.1 dport 500 sport 500 Global (R) 
CONF_XAUTH   
04:33:03: ISAKMP: hash from 7292A34 for 68 bytes
04:33:03: ISAKMP: Packet hash:
64218CC0:                   5034B99E B8BA531F          P49.8:S.
64218CD0: 6267B8BD F3006989 DC118796 63        bg8=s.i.\...c   
04:33:03: ISAKMP (0:13): processing transaction payload from 11.1.1.1. message ID = 
524716665
04:33:03: ISAKMP: Config payload ACK
04:33:03: ISAKMP (0:13):        XAUTH ACK Processed
04:33:03: ISAKMP (0:13): deleting node 524716665 error FALSE reason "done with 
transaction"
04:33:03: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_CFG_ACK
04:33:03: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_XAUTH_SET_SENT  New State = IKE_P1_COMPLETE 

04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 E0BB50E9
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 9 27FF 2 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:03: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PHASE1_COMPLETE
04:33:03: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = IKE_P1_COMPLETE 

04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie 3123100B 7794EF6E
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 C035AAE5
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 9 27FF 2 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie 3123100B F1FCC25A
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 31744F44
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 9 27FF 2 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F207FE4D
04:33:03: ISAKMP (0:13): received packet from 10.1.1.1 dport 500 sport 500 Global (R) 
QM_IDLE      
04:33:03: ISAKMP: set new node -1639992295 to QM_IDLE      
04:33:03: ISAKMP: hash from 7293A74 for 100 bytes
04:33:03: ISAKMP: Packet hash:
64218CC0:                   9D7DF4DF FE3A6403          .}t_~:d.
64218CD0: 3F1D1C59 C5D138CE 50289B79 07        ?..YEQ8NP(.y.   
04:33:03: ISAKMP (0:13): processing transaction payload from 10.1.1.1. message ID = 
-1639992295
04:33:03: ISAKMP: Config payload REQUEST
04:33:03: ISAKMP (0:13): checking request:
04:33:03: ISAKMP:    IP4_ADDRESS
04:33:03: ISAKMP:    IP4_NETMASK
04:33:03: ISAKMP:    IP4_DNS
04:33:03: ISAKMP:    IP4_DNS
04:33:03: ISAKMP:    IP4_NBNS
04:33:03: ISAKMP:    IP4_NBNS
04:33:03: ISAKMP:    SPLIT_INCLUDE
04:33:03: ISAKMP:    DEFAULT_DOMAIN
04:33:03: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_CFG_REQUEST
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04:33:03: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_CONFIG_AUTHOR_AAA_AWAIT 

04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 B02E0D67
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: C 27FF 12 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:03: ISAKMP: got callback 1
04:33:03: ISAKMP (0:13): attributes sent in message:
04:33:03:         Address: 10.2.0.0
04:33:03: ISAKMP (0:13): allocating address 10.4.1.4
04:33:03: ISAKMP: Sending private address: 10.4.1.4
04:33:03: ISAKMP: Sending DEFAULT_DOMAIN default domain name: vpn2.com
04:33:03: ISAKMP (0:13): responding to peer config from 10.1.1.1. ID = -1639992295
04:33:03: ISAKMP (0:13): sending packet to 10.1.1.1 my_port 500 peer_port 500 (R) 
CONF_ADDR    
04:33:03: ISAKMP (0:13): deleting node -1639992295 error FALSE reason ""
04:33:03: ISAKMP (0:13): Input = IKE_MESG_FROM_AAA, IKE_AAA_GROUP_ATTR
04:33:03: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_CONFIG_AUTHOR_AAA_AWAIT  New State = 
IKE_P1_COMPLETE 

04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie 3123100B 881D5411
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 11.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 6FD82541
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 9 27FF 2 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie 3123100B 8A94C1BE
04:33:03: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:03: ISAKMP cookie AA8F7B41 F3BA766D
04:33:03: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 9 27FF 2 (6482B354)
04:33:03:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:03:        crawler his_cookie E46E088D F207FE4D
04:33:03: ISAKMP (0:13): received packet from 10.1.1.1 dport 500 sport 500 Global (R) 
QM_IDLE      
04:33:03: ISAKMP: set new node 17011691 to QM_IDLE      
04:33:03: ISAKMP: hash from 70029F4 for 540 bytes
04:33:03: ISAKMP: Packet hash:
64218CC0:                   AFBA30B2 55F5BC2D          /:02Uu<-
64218CD0: 3A86B1C9 00D2F5BA 77BF5589 07        :.1I.Ru:w?U..   
04:33:03: ISAKMP (0:13): processing HASH payload. message ID = 17011691
04:33:03: ISAKMP (0:13): processing SA payload. message ID = 17011691
04:33:03: ISAKMP (0:13): Checking IPSec proposal 1
04:33:03: ISAKMP: transform 1, ESP_3DES
04:33:03: ISAKMP:   attributes in transform:
04:33:03: ISAKMP:      encaps is 1
04:33:03: ISAKMP:      SA life type in seconds
04:33:03: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x20 0xC4 0x9B 
04:33:03: ISAKMP:      SA life type in kilobytes
04:33:03: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x46 0x50 0x0 
04:33:03: ISAKMP:      authenticator is HMAC-SHA
04:33:03: ISAKMP (0:13): atts are acceptable.
04:33:03: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,
  (key eng. msg.) INBOUND local= 172.18.1.1, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 0.0.0.0/0.0.0.0/0/0 (type=4), 
    remote_proxy= 10.4.1.4/255.255.255.255/0/0 (type=1),
    protocol= ESP, transform= esp-3des esp-sha-hmac, 
    lifedur= 0s and 0kb, 
    spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x2
04:33:03: IPSEC(kei_proxy): head = ra, map->ivrf = vpn1, kei->ivrf = vpn2
04:33:03: IPSEC(kei_proxy): head = ra, map->ivrf = vpn2, kei->ivrf = vpn2
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04:33:03: IPSEC(validate_transform_proposal): transform proposal not supported for 
identity: 
    {esp-3des esp-sha-hmac}
04:33:03: ISAKMP (0:13): IPSec policy invalidated proposal
04:33:03: ISAKMP (0:13): Checking IPSec proposal 2
04:33:03: ISAKMP: transform 1, ESP_3DES
04:33:03: ISAKMP:   attributes in transform:
04:33:03: ISAKMP:      encaps is 1
04:33:03: ISAKMP:      SA life type in seconds
04:33:03: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x20 0xC4 0x9B 
04:33:03: ISAKMP:      SA life type in kilobytes
04:33:03: ISAKMP:      SA life duration (VPI) of  0x0 0x46 0x50 0x0 
04:33:03: ISAKMP:      authenticator is HMAC-MD5
04:33:03: ISAKMP (0:13): atts are acceptable.
04:33:03: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,
  (key eng. msg.) INBOUND local= 172.18.1.1, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 0.0.0.0/0.0.0.0/0/0 (type=4), 
    remote_proxy= 10.4.1.4/255.255.255.255/0/0 (type=1),
    protocol= ESP, transform= esp-3des esp-md5-hmac, 
    lifedur= 0s and 0kb, 
    spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x2
04:33:03: IPSEC(kei_proxy): head = ra, map->ivrf = vpn1, kei->ivrf = vpn2
04:33:03: IPSEC(kei_proxy): head = ra, map->ivrf = vpn2, kei->ivrf = vpn2
04:33:03: ISAKMP (0:13): processing NONCE payload. message ID = 17011691
04:33:03: ISAKMP (0:13): processing ID payload. message ID = 17011691
04:33:03: ISAKMP (0:13): processing ID payload. message ID = 17011691
04:33:03: ISAKMP (0:13): asking for 1 spis from ipsec
04:33:03: ISAKMP (0:13): Node 17011691, Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_QM_EXCH
04:33:03: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_QM_READY  New State = IKE_QM_SPI_STARVE
04:33:03: IPSEC(key_engine): got a queue event...
04:33:03: IPSEC(spi_response): getting spi 2749516541 for SA 
        from 172.18.1.1     to 10.1.1.1        for prot 3
04:33:03: ISAKMP: received ke message (2/1)
04:33:04: ISAKMP (13): ID payload
        next-payload : 5
        type         : 1
        addr         : 10.4.1.4
        protocol     : 0
        port         : 0
04:33:04: ISAKMP (13): ID payload
        next-payload : 11
        type         : 4
        addr         : 0.0.0.0
        protocol     : 0
        port         : 0
04:33:04: ISAKMP (0:13): sending packet to 10.1.1.1 my_port 500 peer_port 500 (R) QM_IDLE      
04:33:04: ISAKMP (0:13): Node 17011691, Input = IKE_MESG_FROM_IPSEC, IKE_SPI_REPLY
04:33:04: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_QM_SPI_STARVE  New State = IKE_QM_R_QM2
04:33:04: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
04:33:04: ISAKMP cookie 3123100B 93DE46D2
04:33:04: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:04: ISAKMP cookie AA8F7B41 088A0A16
04:33:04: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 9 27FF 2 (6482B354)
04:33:04:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:04:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:04: ISAKMP cookie gen for src 172.18.1.1 dst 10.1.1.1
04:33:04: ISAKMP cookie 3123100B A8F23F73
04:33:04: ISAKMP cookie gen for src 10.1.1.1 dst 172.18.1.1
04:33:04: ISAKMP cookie AA8F7B41 93D8D879
04:33:04: ISAKMP:        isadb_post_process_list: crawler: 9 27FF 2 (6482B354)
04:33:04:       crawler my_cookie AA8F7B41 F7ACF384
04:33:04:        crawler his_cookie E46E088D F227FE4D
04:33:04: ISAKMP (0:13): received packet from 10.1.1.1 dport 500 sport 500 Global (R) 
QM_IDLE      
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04:33:04: ISAKMP: hash from 7290DB4 for 60 bytes
04:33:04: ISAKMP: Packet hash:
64218CC0:                   4BB45A92 7181A2F8          K4Z.q."x
64218CD0: 73CC12F8 091875C0 054F77CD 63        sL.x..u@.OwMc   
04:33:04: ISAKMP: Locking peer struct 0x640BBB18, IPSEC refcount 1 for stuff_ke
04:33:04: ISAKMP (0:13): Creating IPSec SAs
04:33:04:         inbound SA from 10.1.1.1 to 172.18.1.1 (f/i)  0/ 2
        (proxy 10.4.1.4 to 0.0.0.0)
04:33:04:         has spi 0xA3E24AFD and conn_id 5127 and flags 2
04:33:04:         lifetime of 2147483 seconds
04:33:04:         lifetime of 4608000 kilobytes
04:33:04:         has client flags 0x0
04:33:04:         outbound SA from 172.18.1.1     to 10.1.1.1        (f/i)  0/ 2 (proxy 
0.0.0.0         to 10.4.1.4       )
04:33:04:         has spi 1343294712 and conn_id 5128 and flags A
04:33:04:         lifetime of 2147483 seconds
04:33:04:         lifetime of 4608000 kilobytes
04:33:04:         has client flags 0x0
04:33:04: ISAKMP (0:13): deleting node 17011691 error FALSE reason "quick mode done 
(await)"
04:33:04: ISAKMP (0:13): Node 17011691, Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_QM_EXCH
04:33:04: ISAKMP (0:13): Old State = IKE_QM_R_QM2  New State = IKE_QM_PHASE2_COMPLETE
04:33:04: IPSEC(key_engine): got a queue event...
04:33:04: IPSEC(initialize_sas): ,
  (key eng. msg.) INBOUND local= 172.18.1.1, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 0.0.0.0/0.0.0.0/0/0 (type=4), 
    remote_proxy= 10.4.1.4/0.0.0.0/0/0 (type=1),
    protocol= ESP, transform= esp-3des esp-md5-hmac , 
    lifedur= 2147483s and 4608000kb, 
    spi= 0xA3E24AFD(2749516541), conn_id= 5127, keysize= 0, flags= 0x2
04:33:04: IPSEC(initialize_sas): ,
  (key eng. msg.) OUTBOUND local= 172.18.1.1, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 0.0.0.0/0.0.0.0/0/0 (type=4), 
    remote_proxy= 10.4.1.4/0.0.0.0/0/0 (type=1),
    protocol= ESP, transform= esp-3des esp-md5-hmac, 
    lifedur= 2147483s and 4608000kb, 
    spi= 0x50110CF8(1343294712), conn_id= 5128, keysize= 0, flags= 0xA
04:33:04: IPSEC(kei_proxy): head = ra, map->ivrf = vpn1, kei->ivrf = vpn2
04:33:04: IPSEC(kei_proxy): head = ra, map->ivrf = vpn2, kei->ivrf = vpn2
04:33:04: IPSEC(rte_mgr): VPN Route Added 10.4.1.4 255.255.255.255 via 10.1.1.1 in vpn2
04:33:04: IPSEC(add mtree): src 0.0.0.0, dest 10.4.1.4, dest_port 0

04:33:04: IPSEC(create_sa): sa created,
  (sa) sa_dest= 172.18.1.1, sa_prot= 50, 
    sa_spi= 0xA3E24AFD(2749516541), 
    sa_trans= esp-3des esp-md5-hmac, sa_conn_id= 5127
04:33:04: IPSEC(create_sa): sa created,
  (sa) sa_dest= 10.1.1.1, sa_prot= 50, 
    sa_spi= 0x50110CF8(1343294712), 
    sa_trans= esp-3des esp-md5-hmac, sa_conn_id= 5128
04:33:53: ISAKMP (0:13): purging node -1639992295
04:33:54: ISAKMP (0:13): purging node 17011691
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VRF-Aware IPsec の設定例
次の例では、VRF-Aware IPsec の設定方法を示しています。

• 「例：スタティック IPsec-to-MPLS VPN」（P.22）

• 「例：RSA 暗号化を使用した IPsec-to-MPLS VPN」（P.24）

• 「例：RSA シグニチャを使用した IPsec-to-MPLS VPN」（P.25）

• 「Cisco Network-Based IPsec VPN Solution の旧バージョンからのアップデート」（P.28）

例：スタティック IPsec-to-MPLS VPN
次のサンプルでは、IPsec トンネルを MPLS VPN にマッピングするスタティック設定を示しています。

この設定により、IPsec トンネルが「VPN1」および「VPN2」にマッピングされます。両方の IPsec ト
ンネルが、シングル パブリック方向インターフェイス上で終了します。

IPsec PE の設定

ip vrf vpn1
 rd 100:1
 route-target export 100:1
 route-target import 100:1
!
ip vrf vpn2
 rd 101:1
 route-target export 101:1
 route-target import 101:1
!
crypto keyring vpn1 
  pre-shared-key address 172.16.1.1 key vpn1
crypto keyring vpn2 
  pre-shared-key address 10.1.1.1 key vpn2
!
crypto isakmp policy 1
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
!
crypto isakmp profile vpn1
 vrf vpn1
 keyring vpn1
 match identity address 172.16.1.1 255.255.255.255
! 
crypto isakmp profile vpn2
 vrf vpn2
 keyring vpn2
 match identity address 10.1.1.1 255.255.255.255 
!
crypto ipsec transform-set vpn1 esp-3des esp-sha-hmac 
crypto ipsec transform-set vpn2 esp-3des esp-md5-hmac 
!
crypto map crypmap 1 ipsec-isakmp 
 set peer 172.16.1.1
 set transform-set vpn1 
 set isakmp-profile vpn1
 match address 101
crypto map crypmap 3 ipsec-isakmp 
 set peer 10.1.1.1
 set transform-set vpn2 
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 set isakmp-profile vpn2
 match address 102
!
interface Ethernet1/1
 ip address 172.17.1.1 255.255.0.0
 tag-switching ip
!
interface Ethernet1/2
 ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
 crypto map crypmap
!
ip route 172.16.1.1 255.255.255.255 172.18.1.2
ip route 10.1.1.1 255.255.255.255 172.18.1.2
ip route vrf vpn1 10.2.0.0 255.255.0.0 172.18.1.2 global
ip route vrf vpn2 10.2.0.0 255.255.0.0 172.18.1.2 global
!
access-list 101 permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 0.0.255.255
access-list 102 permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 0.0.255.255

VPN1 用 IPsec Customer Provided Edge（CPE）設定 
crypto isakmp policy 1
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp key vpn1 address 172.18.1.1
!
!
crypto ipsec transform-set vpn1 esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto map vpn1 1 ipsec-isakmp 
 set peer 172.18.1.1
 set transform-set vpn1 
 match address 101
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 crypto map vpn1
!
interface FastEthernet1/1
 ip address 10.2.1.1 255.255.0.0
!
access-list 101 permit ip 10.2.0.0 0.0.255.255 10.1.0.0 0.0.255.255
!

VPN2 用 IPsec CPE 設定

crypto isakmp policy 1
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
!
crypto isakmp key vpn2 address 172.18.1.1
!
!
crypto ipsec transform-set vpn2 esp-3des esp-md5-hmac 
!
crypto map vpn2 1 ipsec-isakmp 
 set peer 172.18.1.1
 set transform-set vpn2 
 match address 101
!
interface FastEthernet0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
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 crypto map vpn2
!
interface FastEthernet1
 ip address 10.2.1.1 255.255.0.0
!
access-list 101 permit ip 10.2.0.0 0.0.255.255 10.1.0.0 0.0.255.255

例：RSA 暗号化を使用した IPsec-to-MPLS VPN
次の例では、RSA 暗号化を使用した IPsec-to-MPLS VPN 設定を示します。

PE ルータ設定

ip vrf vpn1
 rd 100:1
 route-target export 100:1
 route-target import 100:1
!
crypto isakmp policy 10
 authentication rsa-encr
!
crypto keyring vpn1
 rsa-pubkey address 172.16.1.1 encryption
  key-string
   305C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00034B00 30480241 00DBF381 00DDECC8 
   DC4AA490 40320C52 9912D876 EB36717C 63DCA95C 7E5EC02A 84F276CE 292B42D7 
   D664F324 3726F4E0 39D33093 ECB81B95 482511A5 F064C4B3 D5020301 0001
   quit
! 
crypto isakmp profile vpn1
 vrf vpn1
 keyring vpn1
 match identity address 172.16.1.1 255.255.255.255
! 
crypto ipsec transform-set vpn1 esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto map crypmap 1 ipsec-isakmp 
 set peer 172.16.1.1
 set transform-set vpn1 
 set isakmp-profile vpn1
 match address 101
!
interface Ethernet1/1
 ip address 172.17.1.1 255.255.0.0
 tag-switching ip
!
interface Ethernet1/2
 ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
 crypto map crypmap
!
ip route 172.16.1.1 255.255.255.255 172.18.1.2
ip route vrf vpn1 10.2.0.0 255.255.0.0 172.18.1.2 global
!
access-list 101 permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 0.0.255.255

VPN1 用 IPsec CPE 設定

crypto isakmp policy 10
 authentication rsa-encr
!
crypto key pubkey-chain rsa
 addressed-key 172.18.1.1 encryption
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 key-string
  3082011B 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 82010800 30820103 0281FB00 
  C90CC78A 6002BDBA 24683396 B7D7877C 16D08C47 E00C3C10 63CF13BC 4E09EA23 
  92EB8A48 4113F5A4 8796C8BE AD7E2DC1 3B0742B6 7118CE7C 1B0E21D1 AA9724A4 
  4D74FCEA 562FF225 A2B11F18 E53C4415 61C3B741 3A06E75D B4F9102D 6163EE40 
  16C68FD7 6532F660 97B59118 9C8DE3E5 4E2F2925 BBB87FCB 95223D4E A5E362DB 
  215CB35C 260080805 17BBE1EF C3050E13 031F3D5B 5C22D16C FC8B1EC5 074F07A5 
  D050EC80 7890D9C5 EC20D6F0 173FE2BA 89F5B5F9 2EADC9A6 D461921E 3D5B60016 
  ABB8B6B9 E2124A21 93F0E4AE B487461B E7F1F1C4 032A0B0E 80DC3E15 CB268EC9 
  5D76B9BD 3C78CB75 CE9F68C6 484D6573 CBC3EB59 4B5F3999 8F9D0203 010001
  quit
!
crypto ipsec transform-set vpn1 esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto map vpn1 1 ipsec-isakmp 
 set peer 172.18.1.1
 set transform-set vpn1 
 match address 101
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 crypto map vpn1
!
interface FastEthernet1/1
 ip address 10.2.1.1 255.255.0.0
!
access-list 101 permit ip 10.2.0.0 0.0.255.255 10.1.0.0 0.0.255.255
!

例：RSA シグニチャを使用した IPsec-to-MPLS VPN
次のに、RSA シグニチャを使用した IPsec-to-MPLS VPN 設定を示します。

PE ルータ設定

ip vrf vpn1
 rd 100:1
 route-target export 100:1
 route-target import 100:1
!
crypto ca trustpoint bombo
 enrollment url http://172.31.68.59:80
 crl optional
!
crypto ca certificate chain bombo
 certificate 03C0
 308203BF 308202A7 A0030201 02020203 C0300D06 092A8648 86F70D01 01050500 
 . . .
 quit
 certificate ca 01
 30820379 30820261 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030 
 . . .
 quit
!
crypto isakmp profile vpn1
 vrf vpn1
 ca trust-point bombo
 match identity address 172.16.1.1 255.255.255.255
! 
crypto ipsec transform-set vpn1 esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto map crypmap 1 ipsec-isakmp 
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 set peer 172.16.1.1
 set transform-set vpn1 
 set isakmp-profile vpn1
 match address 101
!
interface Ethernet1/1
 ip address 172.31.1.1 255.255.0.0
 tag-switching ip
!
interface Ethernet1/2
 ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
 crypto map crypmap
!
ip route 172.16.1.1 255.255.255.255 172.18.1.2
ip route vrf vpn1 10.2.0.0 255.255.0.0 172.18.1.2 global
!
access-list 101 permit ip 10.1.0.0 0.0.255.255 10.2.0.0 0.0.255.255
!

VPN1 用 IPsec CPE 設定

crypto ca trustpoint bombo
 enrollment url http://172.31.68.59:80
 crl optional
 !
crypto ca certificate chain bombo
 certificate 03BF
  308203BD 308202A5 A0030201 02020203 BF300D06 092A8648 86F70D01 01050500
  . . .
  quit
 certificate ca 01
  30820379 30820261 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 05050030 
  . . .
  quit
!
crypto ipsec transform-set vpn1 esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto map vpn1 1 ipsec-isakmp 
 set peer 172.18.1.1
 set transform-set vpn1 
 match address 101
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
 crypto map vpn1
!
interface FastEthernet1/1
 ip address 10.2.1.1 255.255.0.0
!
access-list 101 permit ip 10.2.0.0 0.0.255.255 10.1.0.0 0.0.255.255
!

例：IPsec Remote Access-to-MPLS VPN
次に、IPsec Remote Access-to-MPLS VPN 設定を示します。この設定により、IPsec トンネルが 
MPLS VPN にマッピングされます。IPsec トンネルが、シングル パブリック方向インターフェイス上

で終了します。

PE ルータ設定

aaa new-model
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!
aaa group server radius vpn1
 server-private 10.1.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646 timeout 5 retransmit 3 key vpn1
!
aaa group server radius vpn2
 server-private 10.1.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646 timeout 5 retransmit 3 key vpn2
!
aaa authorization network aaa-list group radius
!
ip vrf vpn1
 rd 100:1
 route-target export 100:1
 route-target import 100:1
!
ip vrf vpn2
 rd 101:1
 route-target export 101:1
 route-target import 101:1
!
crypto isakmp profile vpn1-ra
   vrf vpn1
   match identity group vpn1-ra
   client authentication list vpn1
   isakmp authorization list aaa-list
   client configuration address initiate
   client configuration address respond
crypto isakmp profile vpn2-ra
   vrf vpn2
   match identity group vpn2-ra
   client authentication list vpn2
   isakmp authorization list aaa-list
   client configuration address initiate
   client configuration address respond
!
!
crypto ipsec transform-set vpn1 esp-3des esp-sha-hmac 
crypto ipsec transform-set vpn2 esp-3des esp-md5-hmac 
!
crypto dynamic-map vpn1 1
 set transform-set vpn1 
 set isakmp-profile vpn1-ra
 reverse-route
!
crypto dynamic-map vpn2 1
 set transform-set vpn2 
 set isakmp-profile vpn2-ra
 reverse-route
!
!
crypto map ra 1 ipsec-isakmp dynamic vpn1 
crypto map ra 2 ipsec-isakmp dynamic vpn2
!
interface Ethernet1/1
 ip address 172.17.1.1 255.255.0.0
 tag-switching ip
!
interface Ethernet1/2
 ip address 172.18.1.1 255.255.255.0
 crypto map ra
!
ip local pool vpn1-ra 10.4.1.1 10.4.1.254 group vpn1-ra
ip local pool vpn2-ra 10.4.1.1 10.4.1.254 group vpn2-ra
!
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Cisco Network-Based IPsec VPN Solution の旧バージョンからのアッ
プデート

Cisco Network-Based IPsec VPN Solution リリース 1.5 における VRF-Aware IPsec 機能では、既存の

設定を変更する必要があります。次のサンプル設定では、既存の設定に対して行う必要がある変更を示

します。

• 「Site-to-Site 設定のアップグレード」（P.28）

• 「リモート アクセス設定のアップグレード」（P.29）

• 「Site-to-Site とリモート アクセスの組み合せのアップグレード」（P.31）

Site-to-Site 設定のアップグレード

次の設定では、旧バージョンの Network-Based IPsec VPN Solution から Cisco Network-Based IPsec 
VPN Solution リリース 1.5 への Site-to-Site 設定のアップグレードに必要な変更を示します。

旧バージョンの Site-to-Site 設定

crypto isakmp key VPN1 address 172.21.25.74
crypto isakmp key VPN2 address 172.21.21.74

!
crypto ipsec transform-set VPN1 esp-des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set VPN2 esp-3des esp-sha-hmac

!
crypto map VPN1 10 ipsec-isakmp
set peer 172.21.25.74
set transform-set VPN1
match address 101

!
crypto map VPN2 10 ipsec-isakmp
set peer 172.21.21.74
set transform-set VPN2
match address 102

!
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip vrf forwarding VPN1
ip address 172.21.25.73 255.255.255.0
crypto map VPN1

!
interface FastEthernet0/0.2
 encapsulation dot1Q 2 native
ip vrf forwarding VPN2
ip address 172.21.21.74 255.255.255.0
crypto map VPN2

新バージョンの Site-to-Site 設定

次に、同じ Site-to-Site 設定の、Cisco Network-Based IPsec VPN Solution リリース 1.5 ソリューショ

ンへアップグレードされたバージョンを示します。

（注） 2 つのキーリングを変更する必要があります。VRF-Aware Upset 機能では、IKE ローカル エンドポイ

ントが VRF 内に存在している場合、キーを VRF に関連付ける必要があります。

crypto keyring VPN1-KEYS vrf VPN1
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pre-shared-key address 172.21.25.74 key VPN1
!
crypto keyring VPN2-KEYS vrf VPN2
 pre-shared-key address 172.21.21.74 key VPN2

!
crypto ipsec transform-set VPN1 esp-des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set VPN2 esp-3des esp-sha-hmac

!
crypto map VPN1 10 ipsec-isakmp
set peer 172.21.25.74
 set transform-set VPN1
match address 101

!
crypto map VPN2 10 ipsec-isakmp
set peer 172.21.21.74
 set transform-set VPN2
match address 102

!
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip vrf forwarding VPN1
ip address 172.21.25.73 255.255.255.0
crypto map VPN1

!
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2 native
ip vrf forwarding VPN2
ip address 172.21.21.74 255.255.255.0
crypto map VPN2

リモート アクセス設定のアップグレード

次の設定では、旧バージョンの Network-Based IPsec VPN Solution から Cisco Network-Based IPsec 
VPN Solution リリース 1.5 へのリモート アクセス設定のアップグレードに必要な変更を示します。

旧バージョンのリモート アクセス設定

crypto isakmp client configuration group VPN1-RA-GROUP
key VPN1-RA
pool VPN1-RA

!
crypto isakmp client configuration group VPN2-RA-GROUP
key VPN2-RA
pool VPN2-RA

!
crypto ipsec transform-set VPN1-RA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set VPN2-RA esp-3des esp-md5-hmac

!
crypto dynamic-map VPN1-RA 1
 set transform-set VPN1-RA
reverse-route

!
crypto dynamic-map VPN2-RA 1
set transform-set VPN2-RA
 reverse-route

!
!
crypto map VPN1 client authentication list VPN1-RA-LIST
crypto map VPN1 isakmp authorization list VPN1-RA-LIST
crypto map VPN1 client configuration address initiate
crypto map VPN1 client configuration address respond
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crypto map VPN1 10 ipsec-isakmp dynamic VPN1-RA
!
crypto map VPN2 client authentication list VPN2-RA-LIST
crypto map VPN2 isakmp authorization list VPN2-RA-LIST
crypto map VPN2 client configuration address initiate
crypto map VPN2 client configuration address respond
crypto map VPN2 10 ipsec-isakmp dynamic VPN2-RA

!
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip vrf forwarding VPN1
ip address 172.21.25.73 255.255.255.0
crypto map VPN1

!
interface FastEthernet0/0.2
 encapsulation dot1Q 2 native
ip vrf forwarding VPN2
ip address 172.21.21.74 255.255.255.0
crypto map VPN2

新バージョンのリモート アクセス設定

次のインスタンスでは、アップグレードはありません。次の設定を変更することを推奨します。

crypto isakmp client configuration group VPN1-RA-GROUP
 key VPN1-RA
 pool VPN1-RA

!
crypto isakmp client configuration group VPN2-RA-GROUP
key VPN2-RA
pool VPN2-RA

!
crypto isakmp profile VPN1-RA
match identity group VPN1-RA-GROUP
 client authentication list VPN1-RA-LIST
isakmp authorization list VPN1-RA-LIST
client configuration address initiate
client configuration address respond

!
crypto isakmp profile VPN2-RA
match identity group VPN2-RA-GROUP
client authentication list VPN2-RA-LIST
isakmp authorization list VPN2-RA-LIST
client configuration address initiate
client configuration address respond

!
crypto ipsec transform-set VPN1-RA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set VPN2-RA esp-3des esp-md5-hmac

!
crypto dynamic-map VPN1-RA 1
set transform-set VPN1-RA
set isakmp-profile VPN1-RA
reverse-route

!
crypto dynamic-map VPN2-RA 1
set transform-set VPN2-RA
set isakmp-profile VPN2-RA
reverse-route

!
crypto map VPN1 10 ipsec-isakmp dynamic VPN1-RA

!
crypto map VPN2 10 ipsec-isakmp dynamic VPN2-RA

!
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interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip vrf forwarding VPN1
ip address 172.21.25.73 255.255.255.0
crypto map VPN1

!
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2 native
ip vrf forwarding VPN2
ip address 172.21.21.74 255.255.255.0
crypto map VPN2

Site-to-Site とリモート アクセスの組み合せのアップグレード

次の設定では、旧バージョンの Network-Based IPsec VPN Solution から Cisco Network-Based IPsec 
VPN Solution リリース 1.5 への Site-to-Site およびリモート アクセス設定のアップグレードに必要な変

更を示します。

旧バージョンの Site-to-Site およびリモート アクセスの設定

crypto isakmp key VPN1 address 172.21.25.74 no-xauth
crypto isakmp key VPN2 address 172.21.21.74 no-xauth
!
crypto isakmp client configuration group VPN1-RA-GROUP
key VPN1-RA
pool VPN1-RA

!
crypto isakmp client configuration group VPN2-RA-GROUP
key VPN2-RA
pool VPN2-RA

!
crypto ipsec transform-set VPN1 esp-des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set VPN2 esp-3des esp-sha-hmac

!
crypto ipsec transform-set VPN1-RA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set VPN2-RA esp-3des esp-md5-hmac

!
crypto dynamic-map VPN1-RA 1
set transform-set VPN1-RA
reverse-route

!
crypto dynamic-map VPN2-RA 1
set transform-set VPN2-RA
reverse-route

!
crypto map VPN1 client authentication list VPN1-RA-LIST
crypto map VPN1 isakmp authorization list VPN1-RA-LIST
crypto map VPN1 client configuration address initiate
crypto map VPN1 client configuration address respond
crypto map VPN1 10 ipsec-isakmp
set peer 172.21.25.74
set transform-set VPN1
match address 101
crypto map VPN1 20 ipsec-isakmp dynamic VPN1-RA

!
crypto map VPN2 client authentication list VPN2-RA-LIST
crypto map VPN2 isakmp authorization list VPN2-RA-LIST
crypto map VPN2 client configuration address initiate
crypto map VPN2 client configuration address respond
crypto map VPN2 10 ipsec-isakmp
set peer 172.21.21.74
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set transform-set VPN2
match address 102
crypto map VPN2 20 ipsec-isakmp dynamic VPN2-RA

!
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip vrf forwarding VPN1
ip address 172.21.25.73 255.255.255.0
crypto map VPN1

!
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2 native
ip vrf forwarding VPN2
ip address 172.21.21.74 255.255.255.0
crypto map VPN2

新バージョンの Site-to-Site およびリモート アクセスの設定

この設定をアップグレードする必要があります。

（注） Site-to-Site 設定に XAUTH が不要な場合、XAUTH 設定なしで ISAKMP プロファイルを設定します。

リモート アクセス設定に XAUTH が必要な場合、XAUTH ありで ISAKMP プロファイルを設定します。

crypto keyring VPN1-KEYS vrf VPN1
pre-shared-key address 172.21.25.74 key VPN1

!
crypto keyring VPN2-KEYS vrf VPN2
pre-shared-key address 172.21.21.74 key VPN2

!
crypto isakmp client configuration group VPN1-RA-GROUP
key VPN1-RA
pool VPN1-RA

!
crypto isakmp client configuration group VPN2-RA-GROUP
key VPN2-RA
pool VPN2-RA

!
crypto isakmp profile VPN1
keyring VPN1-KEYS
match identity address 172.21.25.74 VPN1

!
crypto isakmp profile VPN2
keyring VPN2-KEYS
match identity address 172.21.21.74 VPN2

!
crypto isakmp profile VPN1-RA
match identity group VPN1-RA-GROUP
client authentication list VPN1-RA-LIST
isakmp authorization list VPN1-RA-LIST
client configuration address initiate
client configuration address respond

!
crypto isakmp profile VPN2-RA
match identity group VPN2-RA-GROUP
client authentication list VPN2-RA-LIST
isakmp authorization list VPN2-RA-LIST
client configuration address initiate
client configuration address respond

!
crypto ipsec transform-set VPN1 esp-des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set VPN2 esp-3des esp-sha-hmac
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!
crypto ipsec transform-set VPN1-RA esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set VPN2-RA esp-3des esp-md5-hmac

!
crypto dynamic-map VPN1-RA 1
set transform-set VPN1-RA
set isakmp-profile VPN1-RA
reverse-route

!
crypto dynamic-map VPN2-RA 1
set transform-set VPN2-RA
set isakmp-profile VPN2-RA
reverse-route

!
crypto map VPN1 10 ipsec-isakmp
set peer 172.21.25.74
set transform-set VPN1
set isakmp-profile VPN1
match address 101
crypto map VPN1 20 ipsec-isakmp dynamic VPN1-RA

!
crypto map VPN2 10 ipsec-isakmp
set peer 172.21.21.74
set transform-set VPN2
set isakmp-profile VPN2
match address 102
crypto map VPN2 20 ipsec-isakmp dynamic VPN2-RA

!
interface FastEthernet0/0.1
encapsulation dot1Q 1 native
ip vrf forwarding VPN1
ip address 172.21.25.73 255.255.255.0
crypto map VPN1

!
interface FastEthernet0/0.2
encapsulation dot1Q 2 native
ip vrf forwarding VPN2
ip address 172.21.21.74 255.255.255.0
crypto map VPN2
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その他の参考資料

関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

IPsec の設定作業 「Configuring Security for VPNs with IPsec」の章

IPsec コマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』 

IKE フェーズ 1 とフェーズ 2、アグレッシブ モード、

およびメイン モード

「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」

IKE DPD 「Easy VPN Server」

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 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

機能セットの 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

RFC タイトル

なし —
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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VRF-Aware IPsec の機能情報
表 1 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

表 1 VRF-Aware IPsec の機能情報

機能名 リリース 機能情報

VRF-Aware IPSec 12.2(15)T VRF-Aware IPsec 機能には、Multiprotocol Label 
Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチン

グ）Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライ

ベート ネットワーク）に対する IP Security（IPsec）トン

ネル マッピングが導入されています。VRF-Aware IPsec 機
能を使用すれば、シングル パブリック方向アドレスによっ

て、Virtual Routing and Forwarding（VPN Routing and 
Forwarding; VPN ルーティング /転送）に対して IPsec ト
ンネルをマッピングできます。

この機能は、Cisco IOS Release 12.2(15)T で導入されまし

た。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「VRF-Aware IPsec に関する情報」（P.2）

• 「VRF-Aware IPsec の設定方法」（P.4）

次のコマンドが導入または変更されました。address、ca 
trust-point、client authentication list、client 
configuration address、crypto isakmp profile、crypto 
keyring、crypto map isakmp-profile、initiate-mode、
isakmp authorization list、keepalive (isakmp profile)、
keyring、key-string、match identity、no crypto xauth、
pre-shared-key、quit、rsa-pubkey、self-identity、
serial-number、set isakmp-profile、show crypto isakmp 
key、show crypto isakmp profile、vrf、clear crypto sa、
crypto isakmp peer、crypto map isakmp-profile、show 
crypto dynamic-map、show crypto ipsec sa、show 
crypto isakmp sa、show crypto map (IPsec)

15.1(1)S この機能は、Cisco IOS Release 15.1(1)S に統合されました。
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用語集
CA：Certification Authority（CA; 認証局）。CA はデジタル証明書を発行するエンティティ（特に 
X.509 証明書）で、証明書のデータ項目間のバインディングを保証します。

CLI：Command-Line Interface（CLI; コマンドラインインターフェイス）。CLI は、ユーザが、コマン

ドおよびオプションの引数を入力することによって、オペレーティング システムとやり取りをするこ

とを可能にするインターフェイスです。UNIS オペレーティング システムと DOS では、CLI が使用で

きます。

DN：Distinguished Name（DN; 認定者名）。オープン システム インターコネクション（OSI ディレク

トリ（X.500））内のエントリの、グローバルな権威ある名前です。

FQDN：Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイン名）。FQDN は、単なるホスト名で

はなく、システムにおける正式な名前です。たとえば、aldebaran はホスト名で、

aldebaran.interop.com は FQDN です。

FR：Frame Relay（FR; フレームリレー）。FR は、接続されたデバイス間における High-Level Data 
Link（HDLC; ハイレベル データ リンク）カプセル化を使用して、複数の仮想回線を処理するための、

業界標準の、スイッチデータリンク層プロトコルです。フレーム リレーは、一般的に置き代替可能と

考えられているプロトコルである X.25 より効率的です。

FVRF：Front Door Virtual Routing and Forwarding（VRF）のリポジトリ。FVRF は、暗号化された

パケットをピアにルーティングするために使用される VRF です。

IDB：Interface Descriptor Block（IDB; インターフェイス記述子ブロック）。IDB サブブロックは、ア

プリケーションに対してプライベートとなっているメモリ領域です。この領域には、アプリケーション

にとって IDB またはインターフェイスに関連付ける必要があるプライベート情報およびステートが格

納されます。アプリケーションによって IDB が使用されてポインタがそのサブブロックに登録されま

すが、サブブロック自体の内容には登録されません。

IKE：Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）。IKE によって、キーが必

要なサービス（IPsec など）のための共有セキュリティ ポリシーおよび認証キーが確立されます。

IPsec トラフィックを通過させる前に、ルータ、ファイアウォール、ホストそれぞれでピアの ID を検

証する必要があります。それには、事前共有キーを両ホストに手動で入力するか、CA サービスを使用

します。

IKE キープアライブ：IKE ピアの活性を判断するための双方向メカニズム。

IPsec：IP 用セキュリティ プロトコル。

IVRF：Inside Virtual Routing and Forwarding。IVRF は、暗号化されていないテキスト パケットの 
VRF です。

MPLS：Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル スイッチング）。MPLS は、

ラベルを使用して IP トラフィックを転送するスイッチング方式です。このラベルによって、ネット

ワーク内のルータおよびスイッチが、事前に確立された IP ルーティング情報に基づくパケットの転送

先を指示されます。

RSA：Rivest、Shamir、Adelman は、RSA 技術の発明者です。RSA 技術は、暗号化および認証に使

用可能な公開キー暗号化システムです。

SA：Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）。SA は、データ フローに適用される

セキュリティ ポリシーおよびキー関連情報のインスタンスです。

VPN：Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）。VPN を使用すると、

ネットワーク間のトラフィックをすべて暗号化することにより、パブリック TCP/IP ネットワーク経由

でも IP トラフィックをセキュアに転送できます。VPN では、「トンネリング」が使用され、すべての

情報が IP レベルで暗号化されます。
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VRF：Virtual Route Forwarding。VRF は、VPN ルーティングおよび転送インスタンスです。VRF 
は、IP ルーティング テーブル、取得された転送テーブル、その転送テーブルを使用する一連のイン

ターフェイス、転送テーブルに登録されるものを決定する一連のルールおよびルーティング プロトコ

ルで構成されています。一般に、VRF には、PE ルータに付加されるカスタマー VPN サイトが定義さ

れたルーティング情報が格納されています。

XAUTH：Extended Authentication（XAUTH; 拡張認証）。XAUTH は、IKE フェーズ 1 と IKE 
フェーズ 2 の間における任意の交換です。XAUTH では、ルータが、（ピアの認証ではなく）実際の

ユーザの認証試行において、追加の認証情報を要求します。

クライアント：Multi Protocol Label Switching（MPLS）ネットワーク内の UUT の対応する IPsec IOS 
ピア。

デッド ピア：到達できなくなった IKE ピア。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、

偶然の一致によるものです。

© 2003–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2003–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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機能の履歴

このマニュアルでは、Cisco IOS Release 12.2(8)T における IKE：アグレッシブ モードの開始機能につ

いて説明します。次の項で構成されています。

• 「機能の概要」（P.1）

• 「サポートされているプラットフォーム」（P.2）

• 「サポートされている規格、MIB、および RFC」（P.4）

• 「前提条件」（P.4）

• 「設定作業」（P.4）

• 「設定例」（P.5）

• 「コマンド リファレンス」（P.7）

機能の概要
IKE：アグレッシブ モードの開始機能を使用すれば、IP Security（IPSec; IP セキュリティ）の 
RADIUS トンネル アトリビュートとして Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクス

チェンジ）事前共有キーを設定できます。これにより、ハブアンドスポーク トポロジ内で IKE 事前共

有キーを拡張できます。

IKE 事前共有キーは理解しやすく、簡単に導入できるものですが、ユーザの数が増えると拡張が難し

くなり、セキュリティ上の脅威が発生しやすくなります。ハブ ルータに事前共有キーを保管するので

はなく、この機能を利用すれば、事前共有キーを、認証、許可、およびアカウンティング（AAA）

サーバに保存し、またそこから取得することによって拡張できます。事前共有キーは、Internet 
Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）RADIUS トンネル アトリビュー

トとして AAA サーバに保存され、ユーザがハブ ルータに「スピーク」を試行する際に取得されます。

ハブ ルータによって AAA サーバから事前共有キーが取得され、スポーク（ユーザ）が、Internet 
Security Association Key Management Policy（ISAKMP）ピア ポリシー内に RADIUS トンネル アト

リビュートとして指定されている事前共有キーを使用して、ハブに対してアグレッシブ モードを開始

します。

リリース 変更点

12.2(8)T この機能が追加されました。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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  サポートされているプラットフォーム
RADIUS トンネル アトリビュート

IKE アグレッシブ モード ネゴシエーションを開始するには、Tunnel-Client-Endpoint（66）および 
Tunnel-Password（69）アトリビュートを、ISAKMP ピア ポリシー内に設定する必要があります。

Tunnel-Client-Endpoint アトリビュートは、適切な IKE ID ペイロード内で符号化されることによって、

サーバに伝達されます。Tunnel-Password アトリビュートは、アグレッシブ モード ネゴシエーション

用 IKE 事前共有キーとして使用されます。

利点

IKE：アグレッシブ モードの開始機能を使用すれば、IPSec ピアの RADIUS トンネル アトリビュート

を指定し、トンネル アトリビュートとの IKE アグレッシブ モード ネゴシエーションを開始できます。

この機能は、暗号ハブアンドスポーク シナリオでの実装に 適です。これにより、スポークが、AAA 
サーバ上にトンネル アトリビュートとして指定され保存されている事前共有キーを使用することに

よって、ハブとの IKE アグレッシブ モード ネゴシエーションを開始します。このシナリオは、事前共

有キーが中央リポジトリ（AAA サーバ）に保管され、複数のハブ ルータと 1 つのアプリケーションに

よるキーの情報の使用が可能になるので、容易に拡張できます。

制約事項

TED の制約事項

この機能は、トンネル セットアップを開始するために Tunnel Endpoint Discovery（TED）が使用され

ているダイナミック クリプト マップで使用するものではありません。TED は、各サイトにピアの事前

共有キーを保管するための AAA サーバが必要なフル メッシュ セットアップの設定に便利ですが、こ

の設定をこの機能と共に使用するのは実用的ではありません。

Tunnel-Client-Endpoint ID タイプ

この機能では次の ID タイプだけを使用できます。

• ID_IPV4（IPV4 アドレス）

• ID_FQDN（完全修飾ドメイン名、たとえば「foo.cisco.com」）

• ID_USER_FQDN（E メール アドレス）

関連資料

• 『Cisco IOS Security Command Reference』

サポートされているプラットフォーム
この機能は、IPSec および Public Key Infrastructure（PKI; 公開鍵インフラストラクチャ）がサポート

されているすべてのプラットフォーム上で実行されます。

• Cisco 800 シリーズ

• Cisco 805

• Cisco 806
2
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• Cisco 828

• Cisco 1400 シリーズ

• Cisco 1600 シリーズ

• Cisco 1600-R シリーズ

• Cisco 1710

• Cisco 1720

• Cisco 1750

• Cisco 1751

• Cisco 2400 シリーズ

• Cisco 2600 シリーズ

• Cisco 3620

• Cisco 3640

• Cisco 3660

• Cisco 3725

• Cisco 3745

• Cisco 7100 シリーズ

• Cisco 7200 シリーズ

• Cisco 7500 シリーズ

• Cisco 7700 シリーズ

• Cisco MC3810 

• Route Processor Module（RPM; ルート プロセッサ モジュール）

• Universal Route Module（URM）

Cisco Feature Navigator を使用したプラットフォーム サポートの特定

Cisco IOS ソフトウェアは、特定のプラットフォームがサポートされている機能セットにパッケージン

グされています。この機能のプラットフォーム サポートに関連した更新情報を取得するには、Cisco 
Feature Navigator にアクセスします。新しいプラットフォーム サポートが機能に追加されると、Cisco 
Feature Navigator によって、サポートされているプラットフォームのリストが自動的に更新されます。

Cisco Feature Navigator は Web ベースのツールであり、特定の機能セットがサポートされている 
Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および、特定の Cisco IOS イメージ内でサポートされている機能を

素早く特定できます。機能またはリリースごとに検索できます。リリース セクションでは、各リリー

スを横に並べて比較し、各ソフトウェア リリースに固有の機能と共通機能の両方を表示できます。

Cisco Feature Navigator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を

忘れたり、紛失したりした場合は、空の E メールを cco-locksmith@cisco.com に送信してください。

自動チェックによって、E メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうかが確認されます。

チェックが正常に終了したら、ランダムな新しいパスワードとともにアカウントの詳細が E メールで

届きます。資格のあるユーザは、http://www.cisco.com/register にある指示に従って、Cisco.com 上に

アカウントを作成できます。

Cisco Feature Navigator は定期的に更新されています（Cisco IOS ソフトウェアの主要なリリース時お

よびテクノロジー リリース時）。 新情報については、次の URL から Cisco Feature Navigator ホーム

ページにアクセスしてください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
3
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サポートされている規格、MIB、および RFC
規格

なし

MIB

なし

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セットの 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 

RFC

• RFC 2409、『The Internet Key Exchange』

• RFC 2868、『RADIUS Attributes for Tunnel Protocol Support』

前提条件
IKE：アグレッシブ モードの開始機能を設定する前に、次の作業を実行する必要があります。

• AAA の設定 

• IPSec トランスフォームの設定 

• スタティック クリプト マップの設定 

• ISAKMP ポリシーの設定

• ダイナミック クリプト マップの設定

これらの作業の完了については、「Configuring Authentication」および「Configuring Internet Key 
Exchange for IPsec VPN」 の各章を参照してください。

設定作業
IKE：アグレッシブ モードの開始機能の設定作業については、次の各項を参照してください。一覧内

の各作業は、必須と任意に分けています。

• 「RADIUS トンネル アトリビュートの設定」（必須）

• 「RADIUS トンネル アトリビュート設定の確認」（任意）

RADIUS トンネル アトリビュートの設定

ISAKMP ピア設定内の Tunnel-Client-Endpoint および Tunnel-Password アトリビュートを設定するに

は、グローバル コンフィギュレーション モードを開始して次のコマンドを使用します。
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  設定例
RADIUS トンネル アトリビュート設定の確認

Tunnel-Client-Endpoint および Tunnel-Password アトリビュートが ISAKMP ピア ポリシー内で設定さ

れていることを確認するには、show running-config global configuration コマンドを使用します。

トラブルシューティングのヒント

IKE：アグレッシブ モードの開始機能のトラブルシューティングを行うには、EXEC モードで次のデ

バッグ コマンドを使用します。

設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「ハブの設定例」

• 「スポークの設定例」

• 「RADIUS ユーザ プロファイル例」

ハブの設定例

次に、アグレッシブ モードがサポートされているハブアンドスポーク トポロジのハブを、RADIUS ト
ンネル アトリビュートを使用して設定する方法の例を示します。

!The AAA configurations are as follows:
aaa new-model
aaa authorization network ike group radius
aaa authentication login default group radius

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# crypto map map-name 
isakmp authorization list list-name

アグレッシブ モードで、トンネル アトリビュートに関する AAA 
の IKE クエリー生成をイネーブルにします。

ステップ 2 Router(config)# crypto isakmp peer 
{ip-address ip-address | fqdn fqdn}

アグレッシブ モードで、トンネル アトリビュートに関する AAA 
の IKE クエリー生成のための IPSec ピアをイネーブルにして、

ISAKMP ポリシー コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 3 Router(config-isakmp)# set 
aggressive-mode client-endpoint 
client-endpoint

ISAKMP ピア設定内で、Tunnel-Client-Endpoint アトリビュー

トを指定します。

ステップ 4 Router(config-isakmp)# set 
aggressive-mode password password

ISAKMP ピア設定内で、Tunnel-Password アトリビュートを指

定します。

コマンド 目的

Router# debug aaa authorization AAA 認証に関する情報を表示します。

Router# debug crypto isakmp IKE イベントに関するメッセージを表示します。

Router# debug radius RADIUS 関連の情報を表示します。
5
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!
! The Radius configurations are as follows:
radius-server host 1.1.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646
radius-server key rad123
!
! The IKE configurations are as follows:
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share

!
! The IPSec configurations are as follows:
crypto ipsec transform-set trans1 esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto dynamic-map Dmap 10
set transform-set trans1

!
crypto map Testtag isakmp authorization list ike
crypto map Testtag 10 ipsec-isakmp dynamic Dmap
!
interface Ethernet0
ip address 4.4.4.1 255.255.255.0
crypto map Testtag

!
interface Ethernet1
ip address 2.2.2.1 255.255.255.0

スポークの設定例

次に、アグレッシブ モードがサポートされているハブアンドスポーク トポロジのスポークを、

RADIUS トンネル アトリビュートを使用して設定する方法の例を示します。

!The IKE configurations are as follows:
crypto isakmp policy 1
authentication pre-share

!
! The IPSec configurations are as follows:
crypto ipsec transform-set trans1 esp-3des esp-sha-hmac
access-list 101 permit ip 3.3.3.0 0.0.0.255 2.2.2.0 0.0.0.255

!
! Initiate aggressive mode using Radius tunnel attributes
crypto isakmp peer address 4.4.4.1
set aggressive-mode client-endpoint user-fqdn user@cisco.com
set aggressive-mode password cisco123

!
crypto map Testtag 10 ipsec-isakmp
set peer 4.4.4.1
set transform-set trans1
match address 101

!
interface Ethernet0
ip address 5.5.5.1 255.255.255.0
crypto map Testtag

!
interface Ethernet1
ip address 3.3.3.1 255.255.255.0
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RADIUS ユーザ プロファイル例

次に、Tunnel-Client-Endpoint および Tunnel-Password アトリビュートがサポートされている 
RADIUS サーバ上のユーザ プロファイルの例を示します。

user@cisco.com  Password = "cisco", Service-Type = Outbound
Tunnel-Medium-Type = :1:IP,
Tunnel-Type = :1:ESP,
Cisco:Avpair = "ipsec:tunnel-password=cisco123",
Cisco:Avpair = "ipsec:key-exchange=ike" 

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• crypto isakmp peer

• set aggressive-mode client-endpoint

• set aggressive-mode password

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2009-2011 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定

この章では、基本的な IP Security（IPsec）Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート 
ネットワーク）を設定する方法について説明します。IPsec は、Internet Engineering Task Force

（IETF; インターネット技術特別調査委員会）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。

これにより、インターネットなどの保護されていないネットワーク上で機密性の高い情報を送信する際

にセキュリティを確保します。IPsec はネットワーク レイヤで機能し、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。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「IPsec VPN のセキュリティの機能情報」（P.42）を

参照してください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定に関する前提条件」（P.2）

• 「IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定に関する制約事項」（P.2）

• 「IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定に関する情報」（P.2）

• 「IPsec VPN の設定方法」（P.12）

• 「IPsec VPN の設定例」（P.38）

• 「その他の参考資料」（P.40）

• 「IPsec VPN のセキュリティの機能情報」（P.42）

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/go/cfn
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  IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定に関する前提条件
IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定に関する前提
条件

IKE の設定

Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）を「IPsec VPN のインターネット 
キー エクスチェンジ セキュリティの設定」の手順に従って設定する必要があります。

IKE を使用しない場合でも、「IPsec VPN のインターネット キー エクスチェンジの設定」の手順に従っ

て、IKE をディセーブルにする必要があります。

アクセス リストが IPsec と互換性があるか確認する

IKE は User Datagram Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）ポート 500 を使用します。

IPsec の Encapsulating Security Payload（ESP）および Authentication Header（AH; 認証ヘッダー）プ

ロトコルは、プロトコル番号 50 と 51 を使用します。プロトコル 50、51、および UDP ポート 500 の
トラフィックが IPsec で使用されるインターフェイスでブロックされないように、アクセス リストの

設定を確認してください。場合によっては、これらのトラフィックを明示的に許可する文をアクセス 
リストに追加する必要があります。

IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定に関する制約
事項

ユニキャスト IP データグラム アプリケーションのみ

現時点では、IPsec は、ユニキャスト IP データグラムだけに適用できます。IPsec のワーキング グルー

プがまだグループ キー配布の問題に対処していないため、IPsec は現在マルチキャストまたはブロード

キャスト IP データグラムを処理しません。

NAT の設定

Network Address Translation（NAT; ネットワークアドレス変換）を使用する場合は、IPsec が適切に

動作するように、スタティック NAT 変換を設定する必要があります。一般に、ルータが IPsec カプセ

ル化を実行する前に、NAT 変換が発生する必要があります。つまり、IPsec はグローバル アドレスと

連動している必要があります。

ネストされた IPsec トンネル

Cisco IOS IPsec は、同一ルータで終端するネストされたトンネルをサポートします。ローカルで生成

された IKE パケットおよび IPsec パケットの二重暗号化がサポートされるのは、Static Virtual Tunnel 
Interface（sVTI）が設定されている場合だけです。二重暗号化は、Cisco IOS Release 12.4(15)T まで

サポートされていますが、それ以降のリリースではサポートされていません。

IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定に関する情報
基本的な IPsec VPN を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「サポートされる規格」（P.3）

• 「サポートされるハードウェア、スイッチング パスおよびカプセル化」（P.4）

• 「IPsec 機能の概要」（P.7）
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• 「複数ピアにネストされた IPsec トラフィック」（P.10）

サポートされる規格 
シスコシステムズでは、この機能を使用して次の規格を実装しています。

• IPsec：IP Security Protocol（IPsec; IP セキュリティ プロトコル）。IPsec はオープン規格のフレー

ムワークであり、これにより、参加ピア間でデータ機密性、データ整合性、およびデータ認証が提

供されます。IPsec は、これらのセキュリティ サービスを IP レイヤで提供します。IPsec は、IKE 
を使用して、ローカル ポリシーに基づいてプロトコルのネゴシエーションおよびアルゴリズムを

処理し、IPsec で使用される暗号化キーと認証キーを生成します。IPsec は、1 組のホスト間、1 組
のセキュリティ ゲートウェイ間、またはセキュリティ ゲートウェイとホスト間で 1 つ以上のデー

タ フローを保護するために使用できます。

（注） IPsec という用語は、IPsec データ サービスのプロトコル全体および IKE セキュリティ プ
ロトコルを表す場合に使用されることがあります。また、データ サービスだけを表す場合

にも使用されることがあります。

• IKE：ハイブリッド プロトコルで、Oakley キー交換と SKEME キー交換を ISAKMP フレームワー

ク内部に実装しています。IKE は他のプロトコルで使用できますが、その初期実装時は IPsec プロ

トコルで使用します。IKE は、IPsec ピアを認証し、IPsec Security Association（SA; セキュリ

ティ アソシエーション）をネゴシエーションし、IPsec キーを確立します。

IPsec のために実装されているコンポーネント テクノロジーには、次のものがあります。

• AES：Advanced Encryption Standard（AES; 高度暗号化規格）。暗号アルゴリズムの 1 つで、重要

ではあるが機密扱いではない情報を保護します。AES は、IPsec および IKE 用のプライバシー変

換であり、DES に代わる規格として開発されました。AES は DES よりセキュリティを向上させる

ために設計されています。具体的には、AES は、キーのサイズが従来より大きく、侵入者が既知

の方式でメッセージを解読するには、キーを総当たりで試すしかありません。AES のキーは可変

長であり、アルゴリズムは 128 ビット キー（デフォルト）、192 ビット キー、または 256 ビット 
キーを指定できます。

• DES：Data Encryption Standard（DES; データ暗号規格）。パケット データの暗号化に使用される

アルゴリズムです。Cisco IOS は、必須の 56 ビット DES-CBC with Explicit IV を実装します。

Cipher Block Chaining（CBC）では、暗号化の開始に Initialization Vector（IV; 初期ベクター）が

必要です。IV は IPsec パケットに明示的に指定されます。下位互換性を確保するために、Cisco 
IOS IPsec は ESP DES-CBC の RFC 1829 バージョンも実装します。

また Cisco IOS は、特定のプラットフォームで使用可能なソフトウェア バージョンに応じて、ト

リプル DES（168 ビット）暗号化も実装します。トリプル DES（3DES）は強力な暗号化方式であ

り、これにより、機密性の高い情報を非信頼ネットワーク上で送信できます。この方式では、ネッ

トワーク レイヤ暗号化を使用できます。

（注） 強力な暗号化を使用する Cisco IOS イメージ（56 ビット データ暗号化機能セットを含むが

これに限定されない）は、米国輸出規制の対象となり、配布が制限されます。米国以外の

国でインストールされるイメージには、輸出許可が必要です。米国政府の規制により、お

客様の注文が拒否されたり、納入が遅れたりすることがあります。詳細については、営業

担当者または販売業者、あるいは export@cisco.com までお問い合せください。
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• SEAL：Software Encryption Algorithm（SEAL; ソフトウェア暗号化アルゴリズム）。ソフトウェ

ア ベースの DES、3DES、および AES に代わるアルゴリズムです。SEAL 暗号化では、160 ビッ

トの暗号キーが使用され、他のソフトウェアベースのアルゴリズムに比べて、CPU に与える影響

は小さくなります。

• MD5（Hash-based Message Authentication Code（HMAC; ハッシュ ベースのメッセージ認証コー

ド）バリアント）：Message Digest Algorithm 5（MD5; メッセージ ダイジェスト アルゴリズム 5）
はハッシュ アルゴリズムです。HMAC はデータの認証に使用されるキー付きハッシュ バリアント

です。

• SHA（HMAC バリアント）：SHA（Secure Hash Algorithm）はハッシュ アルゴリズムです。

HMAC はデータの認証に使用されるキー付きハッシュ バリアントです。

IPsec が Cisco IOS ソフトウェアに実装された場合、さらに次の規格をサポートします。

• AH：Authentication Header（認証ヘッダー）。データ認証と、オプションとしてアンチ リプレイ 
サービスを提供するセキュリティ プロトコルです。AH は、保護対象のデータ（完全 IP データグ

ラム）に埋め込まれます。

• ESP：Encapsulating Security Payload（カプセル化セキュリティ ペイロード）。データ プライバ

シー サービスと、オプションとしてデータ認証およびアンチ リプレイ サービスを提供するセキュ

リティ プロトコルです。ESP は保護対象のデータをカプセル化します。

サポートされるハードウェア、スイッチング パスおよびカプセル化

IPsec には、ハードウェア、スイッチングパス、カプセル化方式に関して、次のような特定の要件があ

ります。

• 「サポートされるハードウェア」（P.4）

• 「サポートされるスイッチング パス」（P.6）

• 「サポートされるカプセル化」（P.7）

サポートされるハードウェア

この項目は次のサブ項目から構成されます。

• 「VPN アクセラレータ モジュール（VAM）のサポート」（P.4）

• 「AIM および NM のサポート」（P.5）

VPN アクセラレータ モジュール（VAM）のサポート

VAM は、シングル幅のアクセラレーション モジュールです。VAM は、VPN リモート アクセス、サ

イト間イントラネットおよびエクストラネット アプリケーションに適した高性能のハードウェア支援

トンネリングおよび暗号化サービスを提供します。また VAM は、セキュリティ、Quality of Service
（QoS）、ファイアウォール、および侵入検知、サービスレベル検証や管理など、VPN 展開の成功に必

要なすべてのサービスと連動しながら、プラットフォームのスケーラビリティとセキュリティも提供し

ます。VAM は、IPsec 処理にかかる負荷をメイン プロセッサから除去して、プロセッサ エンジンのリ

ソースを他のタスクに解放します。

VAM は、次の複数暗号化機能にハードウェア アクセラレーション サポートを提供します。

• 56 ビット DES 標準モード：CBC 

• 3 キー トリプル DES（168 ビット）

• SHA-1 および MD5 
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• Rivest、Shamir、Adelman（RSA）公開キー アルゴリズム 

• Diffie-Hellman キー交換 RC4 - 40 

VAM の詳細については、マニュアル『VPN Acceleration Module (VAM)』 を参照してください。

AIM および NM のサポート

データ暗号化 Advanced Integration Module（AIM）および Network Module（NM）により、ハード

ウェアベースの暗号化を実行します。

データ暗号化 AIM および NM は、ハードウェア レイヤ 3（IPsec）暗号化モジュールであり、複数の 
T1 または E1 帯域幅に DES およびトリプル DES IPsec 暗号化機能を提供します。これら製品は、

Diffie-Hellman、RSA、および DSA キー生成のハードウェア サポートも提供します。

いずれのモジュールを使用する場合でも、RSA の手動キー入力がサポートされていないことに注意し

てください。

使用する VPN 暗号化モジュールを決定する場合は、表 1 を参照してください。

Cisco 2600 および Cisco 3600 シリーズ ルータで AIM および NM を使用するための IPPCP ソフ
トウェア

VPN モジュールが Cisco 2600 および Cisco 3600 シリーズ ルータに搭載されている場合、AIM および 
NM でソフトウェア IPPCP を使用すると、IPsec で Lempel-Ziv-Stac（LZS）ソフトウェア圧縮を使用

できます。これにより、インターフェイスの帯域幅を効果的に増やすことができます。

IPPCP ソフトウェアを使用しない場合、VPN 暗号化ハードウェア AIM および NM で圧縮はサポート

されません。つまり、ルータから VPN モジュールを取り外し、ソフトウェア圧縮を使用してソフト

ウェア暗号化を実行する必要があります。IPPCP により、すべての VPN モジュールは、ルータに搭載

時にソフトウェアでの LZS 圧縮をサポートできます。これにより、ユーザはデータ圧縮を設定し、自

身の帯域幅を増やすことできるので、IPPCP は低域のデータ リンクに有効です。

IPPCP を使用しない場合、圧縮はレイヤ 2 で、暗号化はレイヤ 3 でそれぞれ発生します。データ スト

リームは、暗号化されると圧縮サービスに渡されます。圧縮エンジンが暗号化されたデータ ストリー

ムを受け取ると、データは展開されますが、圧縮されません。この機能では、IPsec トランスフォーム 
セットと LZS を選択することによってデータの圧縮と暗号化の両方をレイヤ 3 で実行できます。つま

り、LZS 圧縮が暗号化の前に発生するので、圧縮率を向上させることができます。

表 1 Cisco IOS リリースでサポートされる AIM/VPN 暗号化モジュール

プラットフォーム

Cisco IOS リリースでサポートされる暗号化モジュール

12.2(13)T 12.3(4)T 12.3(5) 12.3(6) 12.3(7)T 

Cisco 831 ソフトウェアベースの AES

Cisco 1710

Cisco 1711

Cisco 1721

Cisco 1751

Cisco 1760

ソフトウェアベースの AES

Cisco 2600 XM — AIM-VPN/BPII-Plus ハードウェア暗号化モ

ジュール

Cisco 2611 XM

Cisco 2621 XM

Cisco 2651 XM

— AIM-VPN/BPII ハードウェア暗号化モジュール AIM-VPN/BPII-Plus 
ハードウェア暗号化

モジュール
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AIM および NM の詳細については、『Installing Advanced Integration Modules in Cisco 2600 Series, 
Cisco 3600 Series, and Cisco 3700 Series Routers』を参照してください。

サポートされるスイッチング パス

表 2 に、IPsec で動作する、サポートされるスイッチング パスを示します。

Cisco 2691 XM AIM-VPN/EPII ハードウェア暗号化モジュール AIM-VPN/EPII-Plus 
ハードウェア暗号化

モジュール

Cisco 3735 AIM-VPN/EPII ハードウェア暗号化

モジュール

AIM-VPN/EPII-Plus ハードウェア暗号化モジュール

Cisco 3660

Cisco 3745

AIM-VPN/HPII ハードウェア暗号化

モジュール

AIM-VPN/HPII-Plus ハードウェア暗号化モジュール

表 1 Cisco IOS リリースでサポートされる AIM/VPN 暗号化モジュール （続き）

プラットフォーム

Cisco IOS リリースでサポートされる暗号化モジュール

12.2(13)T 12.3(4)T 12.3(5) 12.3(6) 12.3(7)T 

表 2 IPsec でサポートされるスイッチング パス

スイッチング パス 例

プロセス スイッチング interface ethernet0/0
 no ip route-cache

ファースト スイッチング interface ethernet0/0
 ip route-cache
! Ensure that you will not hit flow switching.
 no ip route-cache flow
! Disable CEF for the interface, which 
supercedes global CEF.
 no ip route-cache cef

シスコ エクスプレス フォワーディング ip cef
interface ethernet0/0
 ip route-cache
! Ensure that you will not hit flow switching.
 no ip route-cache flow

ファースト フロー スイッチング interface ethernet0/0
 ip route-cache
! Enable flow switching
p route-cache flow
! Disable CEF for the interface.
  no ip route-cache cef

シスコ エクスプレス フォワーディング フ
ロー スイッチング

! Enable global CEF.
ip cef
interface ethernet0/0
 ip route-cache
 ip route-cache flow
! Enable CEF for the interface 
 ip route-cache cef
6
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サポートされるカプセル化

IPsec は、High-Level Data-Links Control（HDLC; 高レベル データ リンク制御）、PPP、およびフレー

ム リレーのシリアル カプセル化と連動します。

また、IPsec は、Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）、IPinIP レイヤ 
3、Layer 2 Forwarding（L2F; レイヤ 2 転送）、Layer 2 Tunneling Protocol（L2TP; レイヤ 2 トンネリ

ング プロトコル）、データ リンク スイッチング+（DLSw+）、および SRB トンネリング プロトコルと

も連動します。ただし、マルチポイント トンネルはサポートされません。他のレイヤ 3 のトンネリン

グ プロトコルと IPsec の併用はサポートされない場合があります。

IPsec ワーキング グループがまだグループ キー配布の問題に対処していないため、IPsec は現在グルー

プ トラフィック（ブロードキャストまたはマルチキャスト トラフィックなど）の保護に使用できません。

IPsec 機能の概要

IPsec は、次のネットワーク セキュリティ サービスを提供します（一般に、ローカル セキュリティ ポ
リシーにより、これらのサービスを 1 つ以上使用するよう指示されます）。

• データ機密性：ネットワークにパケットを伝送する前に IPSec 送信側がパケットを暗号化できます。

• データ整合性：IPsec 受信者は、IPsec 送信者から送信されたパケットを認証し、伝送中にデータ

が変更されていないかを確認できます。

• データ送信元認証：IPsec 受信者は、送信された IPsec パケットの送信元を認証できます。この

サービスは、データ整合性サービスに依存します。

• アンチ リプレイ：IPsec 受信者は、再送されたパケットを検出し、拒否できます。

IPsec は、2 つのピア（2 台のルータなど）間にセキュア トンネルを確立します。機密性が高く、セ

キュア トンネルを介して送信する必要があるパケットを定義し、セキュア トンネルの特性を指定する

ことによって、機密性の高いパケットを保護するために使用するパラメータを定義します。これ以後、

IPsec ピアがこのような機密性の高いパケットを認識すると、ピアは適切なセキュア トンネルを設定

し、このトンネルを介してリモート ピアにパケットを送信します（この章で使用するトンネルという

用語は、IPsec をトンネル モードで使用することではありません）。

正確には、このトンネルは、2 つの IPsec ピア間に確立されるセキュリティ アソシエーション（SA）

のセットです。SA は、機密パケットに適用するプロトコルおよびアルゴリズムを定義し、2 つのピア

が使用するキー関連情報を指定します。SA は単方向で、セキュリティ プロトコル（AH または ESP）
ごとに確立されます。

IPsec では、アクセス リストを設定し、これらのアクセス リストをクリプト マップ セットを使用して

インターフェイスに適用することにより、2 つの IPsec ピア間で保護の必要があるトラフィックを定義

します。したがって、トラフィックを送信元アドレスと宛先アドレス、レイヤ 4 プロトコル（必要に応

じて）、およびポートに基づいて選択できます（IPsec に使用されるアクセス リストは、IPsec で保護す

る必要があるトラフィックを判別するためだけに使用され、インターフェイスを通じてブロックまたは

許可されるトラフィックを判別するものではありません。インターフェイスでブロックするか許可する

かは、別のアクセス リストで定義します）。

クリプト マップ セットには複数のエントリを含めることができ、それぞれが異なるアクセス リストに

対応します。クリプト マップ エントリは、ルータがパケットをそのエントリで指定されたアクセス リ
ストと照合しようとする順序で検索されます。

パケットが特定のアクセス リストの permit エントリに一致し、対応するクリプト マップ エントリが 
cisco とタグ付けされている場合、必要に応じて接続が確立されます。クリプト マップ エントリが 
ipsec-isakmp とタグ付けされている場合、IPsec がトリガーされます。ピアに対してこのトラフィック

を保護するために IPsec を使用できる SA が存在しない場合、IPsec は IKE を使用してリモート ピアと

ネゴシエーションし、データ フローに必要な IPsec SA を設定します。ネゴシエーションでは、特定の
7
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アクセス リスト エントリからのデータ フロー情報とともに、クリプト マップ エントリで指定された

情報が使用されます（ダイナミック クリプト マップ エントリでは動作は異なります。この章の「ダイ

ナミック クリプト マップの作成」を参照してください）。

クリプト マップ エントリが ipsec-manual とタグ付けされている場合、IPsec がトリガーされます。ピ

アへのこのトラフィックの保護に IPsec が使用できる SA が存在しない場合、トラフィックは廃棄され

ます。この場合、IKE が介入することなく、SA がコンフィギュレーションによってインストールされ

ます。SA が存在しないと、IPsec には必要な情報がすべて設定されません。

SA のセット（ピアへの発信）が確立されると、トリガーするパケットと後続の適用可能なパケットが

ルータを出るときにこの SA のセットが適用されます。「適用可能な」パケットとは、元のパケットが

一致するのと同じアクセス リスト基準と一致するパケットです。たとえば、すべての適用可能なパ

ケットを、リモート ピアに転送する前に暗号化できます。そのピアからの着信のトラフィックを処理

するときには、対応する着信 SA が使用されます。

2 つのピア間に複数の IPsec トンネルを設定し、トンネルごとに個別の SA のセットを使用することに

より、さまざまなデータ ストリームを保護できます。たとえば、あるデータス トリームで認証だけを

実行する場合、他のデータ ストリームでは暗号化と認証を実行する必要があります。

IPsec クリプト マップ エントリに関連付けられたアクセス リストは、ルータが IPsec による保護を必

要とするトラフィックも表します。着信トラフィックはクリプト マップ エントリに対して処理されま

す。保護されていないパケットが IPsec クリプト マップ エントリに関連付けられた特定のアクセス リ
スト内の permit エントリに一致すると、そのパケットは IPsec 保護されたパケットとして送信されて

いないので廃棄されます。

クリプト マップ エントリには、トランスフォーム セットも含まれます。トランスフォーム セットは、

IPsec 保護されたトラフィックに適用されるセキュリティ プロトコル、アルゴリズムおよびその他の設

定の適切な組み合せです。IPsec SA のネゴシエーション中に、ピアは、特定のトランスフォーム セッ

トを使用して特定のデータ フローを保護することに合意します。

IKEv1 トランスフォーム セット

トランスフォーム セットは、特定のセキュリティ プロトコルとアルゴリズムの組み合せを表します。

IPsec SA のネゴシエーション中に、ピアは、特定のトランスフォーム セットを使用して特定のデータ 
フローを保護することに合意します。

複数のトランスフォーム セットを指定し、これらのトランスフォーム セットの 1 つまたは複数をクリ

プト マップ エントリに指定できます。クリプト マップ エントリに定義されたトランスフォーム セッ

トは、このクリプト マップ エントリのアクセス リストで指定されたデータ フローを保護するために、

IPsec SA ネゴシエーションで使用されます。

IKE との IPsec SA のネゴシエーション中に、ピアは両方のピア上で同じトランスフォーム セットを検

索します。同一のトランスフォーム セットが検出された場合、そのトランスフォーム セットが選択さ

れ、両方のピアの IPsec SA の一部として、保護するトラフィックに適用されます（手動で確立した 
SA は、ピアとネゴシエーションしないため、両方に同じトランスフォーム セットを指定する必要があ

ります）。

トランスフォーム セットの定義を変更した場合には、トランスフォーム セットを参照するクリプト 
マップ エントリだけに変更が適用されます。変更は、既存の SA には適用されませんが、新規の SA を
確立するために以降のネゴシエーションで使用されます。新しい設定をただちに有効にする場合は、

clear crypto sa コマンドを使用して、SA データベースのすべてまたは一部を消去します。

IKEv2 トランスフォーム セット

IKEv2 プロポーザルは、IKE_SA_INIT 交換の一部として IKEv2 SA のネゴシエーションに使用される

トランスフォームのセットです。IKEv2 プロポーザルは、少なくとも 1 つの暗号化アルゴリズム、整

合性アルゴリズム、および Diffie-Hellman（DH）グループが設定されている場合にのみ、完全である
8
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とみなされます。プロポーザルが設定されておらず、IKEv2 ポリシーに接続されていない場合、ネゴ

シエーションではデフォルトのプロポーザルが使用されます。デフォルトのプロポーザルは、次のよう

な通常使用されるアルゴリズムのコレクションです。

encryption aes-cbc-128 3des
integrity sha md5
group 5 2

ここに示すトランスフォームは、次の優先順位で次のような組み合わせに変換されます。

aes-cbc-128, sha, 5
aes-cbc-128, sha, 2
aes-cbc-128, md5, 5
aes-cbc-128, md5, 2
3des, sha, 5
3des, sha, 2
3des, md5, 5
3des, md5, 2

このコマンドは crypto isakmp policy priority コマンドに似ていますが、IKEv2 プロポーザルでは次

のように異なります。

• IKEv2 プロポーザルを使用すると、各トランスフォーム タイプに対して 1 つ以上のトランス

フォームを設定できます。

• IKEv2 プロポーザルには関連付けられた優先順位はありません。

（注） ネゴシエーションでプロポーザルを使用する場合、IKEv2 プロポーザルを IKEv2 ポリシーに接続する

必要があります。プロポーザルが設定されていない場合、デフォルトの IKEv2 プロポーザルとデフォ

ルトの IKEv2 ポリシーが使用されます。

1 つのトランスフォーム タイプに対して複数のトランスフォームが設定された場合、優先順位は左から

右の順になります。

各トランスフォーム タイプに対して複数のトランスフォームを持つプロポーザルは、トランスフォー

ムの使用可能なすべての組み合わせに変換されます。これらの組み合わせのサブセットのみが必要な場

合は、個別のプロポーザルとして設定する必要があります。

Router(config)# crypto ikev2 proposal proposal-1
Router(config-ikev2-proposal)# encryption 3des, aes-cbc-128
Router(config-ikev2-proposal)# integrity sha, md5
Router(config-ikev2-proposal)# group 2

たとえば、ここに示すコマンドは、次の組み合わせのトランスフォームに変換されます。

3des, sha, 2
aes-cbc-128, sha, 2
3des, md5, 2
aes-cbc-128, md5, 2

1 番目と 後のトランスフォームの組み合わせを設定する場合、コマンドは次のようになります。

Router(config)# crypto ikev2 proposal proposal-1
Router(config-ikev2-proposal)# encryption 3des
Router(config-ikev2-proposal)# integrity sha
Router(config-ikev2-proposal)# group 2

Router(config)# crypto ikev2 proposal proposal-2
Router(config-ikev2-proposal)# encryption aes-cbc-128
Router(config-ikev2-proposal)# integrity md5
Router(config-ikev2-proposal)# group 2
9
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複数ピアにネストされた IPsec トラフィック

IPsec トラフィックを一連の IPsec ピアにネストすることができます。たとえば、トラフィックが複数

のファイアウォール（これらのファイアウォールには、認証されていないトラフィックを通過させない

というポリシーが設定されています）を横断するには、ルータは、各ファイアウォールとの間に IPsec 
トンネルを順に設立する必要があります。近いファイアウォールほど、外側の IPsec ピアになります。

図 1 の例では、ルータ A が、IPsec のルータ C に転送されるトラフィックをカプセル化します（ルータ 
C が内側の IPsec ピアです）。ただし、ルータ A がこのトラフィックを送信する前に、ルータ A はこの

トラフィックをルータ B（ルータ B が「外側の」 IPsec ピア）に送信するには、まずこの IPsec でトラ

フィックを再カプセル化する必要があります。

図 1 IPsec ピアのネスティング例

「外側の」ピア間のトラフィックに、ある種の保護（データ認証など）を設定し、「内側の」ピア間のト

ラフィックに別の保護（データ認証と暗号化など）を設定することが可能です。

IKE および IPsec 暗号化アルゴリズムでの Cisco IOS Suite-B のサポート

Suite-B には、IKE と IPSec で使用するための暗号化アルゴリズムの 4 つのユーザ インターフェイス 
スイートのサポートが追加されています。これは RFC 4869 に記述されています。各スイートは、暗号

化アルゴリズム、デジタル署名アルゴリズム、キー合意アルゴリズム、ハッシュまたはメッセージ ダ
イジェスト アルゴリズムで構成されています。

Suite-B には次の暗号化アルゴリズムがあります。

• Suite-B-GCM-128：ESP の整合性の保護と機密性、および RFC 4106 に記述されている 128 ビッ

トの Advanced Encryption Standard（AES; 高度暗号化規格）using Galois and Counter Mode
（AES-GCM; Galois and Counter Mode を使用した AES）を使用する IPsec の暗号化アルゴリズム

を提供します。ESP の整合性の保護と暗号化の両方が必要な場合にはこのスイートを使用する必要

があります。

• Suite-B-GCM-256：RFC 4106 に記述されている 256 ビットの AES-GCM を使用して、ESP の整

合性の保護と機密性を提供します。ESP の整合性の保護と暗号化の両方が必要な場合にはこのス

イートを使用する必要があります。

• Suite-B-GMAC-128：RFC 4543 に記述されている 128 ビットの AES-Galois Message 
Authentication Code（GMAC）を使用して ESP の整合性を保護しますが、機密性は提供されませ

ん。このスイートは、ESP の暗号化が不要である場合のみに使用する必要があります。

• Suite-B-GMAC-256：RFC 4543 に記述されている 256 ビットの AES-GMAC を使用して ESP の
整合性を保護しますが、機密性は提供されません。このスイートは、ESP の暗号化が不要である場

合のみに使用する必要があります。

IPSec 暗号化アルゴリズムは、暗号化が必要な場合に AES-GCM を使用し、暗号化が不要な場合の

メッセージの整合性には AES-GMAC を使用します。

12
81
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IKE ネゴシエーションでは、AES Cipher Block Chaining（CBC; 暗号ブロック連鎖）モードを使用し

て暗号化を行い、RFC 4634 に定義されている SHA-256 および SHA-384 ハッシュ アルゴリズムを含

む Secure Hash Algorithm（SHA）-2 ファミリを使用してハッシュ機能を実行します。キー交換には 
RFC 4753 に定義されている Elliptic Curves（ECP）を使用した Diffie-Hellman が使用され、認証を行

うには RFC 4754 に定義されている Elliptic Curve Digital Signature Algorithm（ECDSA; 楕円曲線デ

ジタル署名アルゴリズム）が使用されます。

Suite-B の要件

IKE および IPsec を使用する場合、Suite-B によって次のソフトウェア暗号エンジンに要件が課せられ

ます。

• HMAC-SHA256 および HMAC-SHA384 は、疑似ランダム関数として使用され、IKE プロトコル

が使用されている範囲内の整合性チェックを行います。必要に応じて、HMAC-SHA512 を使用す

ることもできます。

• 楕円曲線グループ 19（256 ビットの ECP 曲線）および 20（384 ビットの ECP 曲線）は、IKE で 
Diffie-Hellman グループとして使用されます。必要に応じて、グループ 21（521 ビットの ECP 曲
線）を使用できます。

• ECDSA アルゴリズム（256 ビットおよび 384 ビットの曲線）は、X.509 証明書内の署名操作に使

用されます。

• ESP（128 ビットおよび 256 ビットのキー）には、GCM（16 バイトの ICV）および GMAC が使

用されます。必要に応じて、192 ビットのキーを使用することもできます。

• ECDSA 署名を使用して X.509 証明書を確認する場合に、PKI を使用する必要があります。

• ECDSA 署名を使用して証明書要求を生成する場合、および発行された証明書を IOS にインポート

する場合に、PKI を使用する必要があります。

• 認証方式として ECDSA signature（ECDSA-sig）を使用できるようにする場合に、IKEv2 を使用

する必要があります。

Suite-B の設定情報の入手先

Suite-B の設定のサポートについては、次のマニュアルで説明されています。

• esp-gcm および esp-gmac トランスフォームの詳細については、「IKEv1 のトランスフォーム セッ

トの設定」（P.18）を参照してください。

• SHA-2 ファミリ（HMAC バリアント）および Elliptic Curve（EC）キー ペアの設定の詳細につい

ては、『Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs』フィーチャ モジュールを参照してく

ださい。

• 整合性アルゴリズム タイプのトランスフォームの設定の詳細については、『Configuring Internet 
Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィーチャ モジュールの「Configuring the IKEv2 Proposal」の

項を参照してください。

• ECDSA-sig を IKEv2 の認証方式として設定する場合の詳細については、『Configuring Internet 
Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィーチャ モジュールの「Configuring the IKEv2 Proposal」の

項を参照してください。

• IPsec SA のネゴシエーションでの Elliptic Curve Diffie-Hellman（ECDH）サポートの設定の詳細

については、『Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs』および『Configuring Internet 
Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィーチャ モジュールを参照してください。

• PKI の証明書登録での Suite-B のサポートの詳細については、『Configuring Certificate Enrollment 
for a PKI』フィーチャ モジュールを参照してください。
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IPsec VPN の設定方法
• 「クリプト アクセス リストの作成」（P.12）

• 「IKEv1 および IKEv2 プロポーザルのトランスフォーム セットの設定」（P.17）

• 「クリプト マップ セットの作成」（P.22）

• 「インターフェイスへのクリプト マップ セットの適用」（P.36）

クリプト アクセス リストの作成 
• 「クリプト アクセス リストの概要」（P.12）

• 「クリプト アクセス リストで permit および deny キーワードを使用する場合」（P.13）

• 「各 IPsec ピアでのミラー イメージ クリプト アクセス リスト」（P.15）

• 「クリプト アクセス リストに any キーワードを使用する場合」（P.16）

クリプト アクセス リストの概要

クリプト アクセス リストは、暗号化で保護する IP トラフィックと、暗号化で保護しないトラフィック

を定義するために使用されます（このアクセス リストは、転送するトラフィックまたはインターフェ

イスでブロックするトラフィックを決定する、通常のアクセス リストと同じものではありません）。た

とえば、アクセス リストを作成して、サブネット A とサブネット Y 間のすべての IP トラフィックま

たはホスト A とホスト B 間の Telnet トラフィックを保護することができます。

アクセス リスト自体は IPsec に固有のものではありません。これは、アクセス リストの permit と一致

するトラフィックに IPsec 処理を適用するかどうかを定義する固有のアクセス リストを参照するクリ

プト マップ エントリです。

IPsec クリプト マップ エントリに関連付けられたクリプト アクセス リストには、主に次の 4 つの機能

があります。

• IPsec で保護される発信トラフィックを選択します（permit = protect）。

• IPsec SA のネゴシエーションを開始する場合に、新しい SA で保護されるデータ フローを指定し

ます（単一の permit エントリで指定）。

• 着信トラフィックを処理して、IPsec で保護されていたトラフィック除外し、廃棄します。

• IPsec ピアからの IKE ネゴシエーションを処理するとき、要求されたデータ フローの代わりに 
IPsec SA の要求を受け入れるかどうかを決定します。

• ネゴシエーションは、ipsec-isakmp クリプト マップ エントリに対してだけ実行されます。要求を

受け入れるには、ピアが IPsec ネゴシエーションを開始した場合に、ipsec-isakmp クリプト マッ

プ エントリに関連付けられた暗号化アクセス リストで「許可する」データ フローを指定する必要

があります。

一方のトラフィックに特定の組み合せの IPsec 保護（認証のみ）を適用し、もう一方のトラフィックに

別の組み合せの IPsec 保護（認証と暗号化）を適用する場合は、2 つの異なるクリプト アクセス リスト

を作成して、2 つの異なるタイプのトラフィックを定義する必要があります。これらの異なるアクセス 
リストを異なるクリプト マップ エントリで使用して、異なる IPsec ポリシーを指定します。
12
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クリプト アクセス リストで permit および deny キーワードを使用する場合

クリプト アクセス リストの特定の IP トラフィックに対して暗号保護を、次のように許可または拒否で

きます。

• 対応するクリプト マップ エントリで指定されたポリシー条件と一致する IP トラフィックを保護す

るには、アクセス リストで permit キーワードを使用します。

• 対応するクリプト マップ エントリで指定されたポリシー条件と一致する IP トラフィックの保護を

拒否するには、アクセス リストで deny キーワードを使用します。

（注） IP トラフィックは、インターフェイスのすべてのクリプト マップ エントリで保護が拒否されると、暗

号化によって保護されません。

対応するクリプト マップ エントリが定義され、クリプト マップ セットがインターフェイスに適用され

ると、定義されたクリプト アクセス リストがインターフェイスに適用されます。異なるアクセス リス

トを同じクリプト マップ セットの異なるエントリで使用する必要があります。ただし、着信トラ

フィックと発信トラフィックは、両方とも同じ「発信」 IPsec アクセス リストに照らして評価されま

す。したがって、アクセス リストの基準は、ルータから出るトラフィックに対しては順方向に、ルー

タに入るトラフィックに対しては逆方向に適用されます。

図 2 では、データがルータ A の S0 インターフェイスを出てホスト 192.168.0.2 に経路指定されている

場合に、ホスト 10.0.0.1 とホスト 192.168.0.2 の間のトラフィックに IPsec 保護が適用されます。ホス

ト 10.0.0.1 からホスト 192.168.0.2 へのトラフィックについては、ルータ A でのアクセス リスト エン

トリは、次のように評価されます。

source = host 10.0.0.1
dest = host 192.168.0.2

ホスト 192.168.0.2 からホスト 10.0.0.1 へのトラフィックについては、ルータ A での同じアクセス リ
スト エントリは、次のように評価されます。

source = host 192.168.0.2
dest = host 10.0.0.1

図 2 IPsec を処理するためにクリプト アクセス リストを適用する方法

IPSec 
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IPsec に使用される指定のクリプト アクセス リストに複数の文を設定する場合、通常、一致する 初

の permit 文によって、IPsec SA の範囲が決定されます。つまり、IPsec SA は、照合された文の基準

を満たすトラフィックだけを保護するように設定されます。その後、クリプト アクセス リスト内の別

の permit 文とトラフィックが一致すると、新しい、別個の IPsec SA がネゴシエーションされ、新た

に照合されたアクセス リスト文と一致するトラフィックが保護されます。

IPsec としてマークが付けられたクリプト マップ エントリのクリプト アクセス リスト内の permit エ
ントリと一致する、すべての保護されていない着信トラフィックは、IPsec によって保護されることが

想定されていたため、廃棄されます。

（注） show ip access-lists などのコマンドを使用してルータのアクセス リストを表示すると、コマンド出力

にすべての拡張 IP アクセス リストが表示されます。この表示出力には、トラフィックのフィルタリン

グおよび暗号化に使用される拡張 IP アクセス リストが含まれます。show コマンド出力では、拡張ア

クセス リストの各用途は区別されません。

次の例では、重複ネットワークが使用されている場合、 も具体的なネットワークが暗号シーケンス番

号で定義されてから、それよりも具体的でないネットワークが定義されることを示します。この例で

は、より具体的なネットワークは、クリプト マップのシーケンス番号 10 によってカバーされ、その後

に、クリプト マップ内のそれほど具体的でないネットワーク（シーケンス番号 20）が続きます。

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp 
 set peer 192.168.1.1
 set transform-set test 
 match address 101
crypto map mymap 20 ipsec-isakmp 
 set peer 192.168.1.2
 set transform-set test 
 match address 102

access-list 101 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255

access-list 102 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 172.16.0.0 0.15.255.255

次の例では、あるクリプト マップ シーケンス番号に deny キーワードを指定し、別のクリプト マップ 
シーケンス番号の同じサブネットおよび IP 範囲に permit キーワードを指定する方法がサポートされな

いことを示します。

crypto map mymap 10 ipsec-isakmp 
 set peer 192.168.1.1
 set transform-set test 
 match address 101
crypto map mymap 20 ipsec-isakmp 
 set peer 192.168.1.2
 set transform-set test 
 match address 102

access-list 101 deny   ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.255.255.255 172.16.0.0 0.15.255.255

access-list 102 permit ip 10.1.1.0 0.0.0.255 172.16.1.0 0.0.0.255
14
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各 IPsec ピアでのミラー イメージ クリプト アクセス リスト

ローカル ピアで定義されたスタティッククリプト マップ エントリがある場合は、このエントリで指定

された各クリプト アクセス リストに対して、リモート ピアで「ミラー イメージ」クリプト アクセス 
リストを定義することを推奨します。これにより、ローカルで IPsec 保護が適用されたトラフィックが

リモート ピアで確実に処理されます（クリプト マップ エントリ自体も共通トランスフォームをサポー

トする必要があり、他のシステムをピアとして参照する必要があります）。

図 3 に、ミラー イメージ アクセス リストがある場合と、ミラー イメージ アクセス リストがない場合

のサンプル シナリオをいくつか示します。

図 3 ミラー イメージおよび 非ミラー イメージ クリプト アクセス リスト（IPsec の場合）

図 3 のように、2 つのピアのクリプト アクセス リストが相互にミラー イメージになっていれば、必ず 
IPsec SA を想定どおりに確立できます。ただし、アクセス リストが互いのミラー イメージではない場

合でも、IPsec SA を確立できることがあります。これは、図 3 のケース 3 および 4 に示すように、一

方のピアのアクセス リスト内のエントリが、他方のピアのアクセス リスト内にあるエントリのサブ

セットである場合に確立できます。IPsec SA の確立は IPsec にとって重要です。SA が存在しないと、

IPsec は機能せず、クリプト アクセス リスト基準に一致するパケットは、IPsec で転送されずに、すべ

て廃棄されてしまいます。

図 3 のケース 4 では、SA を確立できません。これは、開始元パケットが終了すると、クリプト アクセ

ス リストに従って必ず SA が要求されるからです。ケース 4 では、ルータ N は、サブネット X とサブ

ネット Y 間のすべてのトラフィックを保護するように要求しますが、このトラフィックはルータ M の
クリプト アクセス リストによって許可される特定のフローのスーパーセットであるため、要求は許可

されません。ルータ M の要求はルータ N のクリプト アクセス リストで許可される特定のフローのサブ

セットであるため、ケース 3 は機能します。
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ピア IPsec 装置にクリプト アクセス リストをミラー イメージとして設定しないと、設定が複雑化する

ので、ミラー イメージ クリプト アクセス リストを使用することを強く推奨します。

クリプト アクセス リストに any キーワードを使用する場合

クリプト アクセス リストの作成時に、any キーワードを使用すると、問題が発生する場合があります。

送信元アドレスまたは宛先アドレスの指定には、any キーワードを使用することは推奨しません。

IPsec インターフェイスを経由してマルチキャスト トラフィックを転送する場合、permit 文に any 
キーワードを 使用しないでください。any キーワードを使用すると、マルチキャスト トラフィックの

転送が失敗する原因になります。

permit any any 文を使用しないことを強く推奨します。これは、すべての発信トラフィックが保護さ

れ（保護されたすべてのトラフィックが、対応するクリプト マップ エントリで指定されたピアに送信

され）、すべての着信トラフィックの保護が必要になるからです。また、ルーティング プロトコル、

Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）、エコー、エコー応答用のパケットを

含む、IPsec で保護されていないすべての着信パケットは、自動的に廃棄されます。

保護するパケットを確実に定義する必要があります。permit 文内で any キーワードを使用する必要が

ある場合は、保護しないすべてのトラフィックを除外する一連の deny 文を、permit 文の前に付加す

る必要があります（付加しない場合、これらのトラフィックが permit 文の対象になります）。

また、Reverse Route Injection（RRI; 逆ルート注入）を使用する Access Control List（ACL; アクセス

制御リスト）では、any キーワードを使用できません（RRI の詳細については、「クリプト マップ セッ

トの作成」（P.22）を参照してください）。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. access-list access-list-number {deny | permit} protocol source source-wildcard destination 
destination-wildcard [log]

または

ip access-list extended name

4. 作成するクリプト アクセス リストごとにステップ 3 を繰り返します。

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
16
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次の作業

クリプト アクセス リストを 1 つ以上作成したら、トランスフォーム セットを「IKEv1 および IKEv2 
プロポーザルのトランスフォーム セットの設定」（P.17）の手順に従って定義する必要があります。

次に、設定対象および適用対象のインターフェイスに（「クリプト マップ セットの作成」（P.22）およ

び「インターフェイスへのクリプト マップ セットの適用」（P.36）の手順に従って）クリプト マップ

セットを設定し、適用したら、クリプト アクセス リストを特定のインターフェイスに関連付ける必要

があります。

IKEv1 および IKEv2 プロポーザルのトランスフォーム セットの設定

この作業は、IKEv1 および IKEv2 プロポーザルとの IPsec SA のネゴシエーション時に IPsec ピアが使

用するトランスフォーム セットを定義するために実行します。

制約事項

SEAL 暗号化を指定する場合は、次の制約事項に注意してください。

• ルータおよび他のピアがハードウェア IPsec 暗号化機能を使用していないこと。

• ルータおよび他のピアが IPsec をサポートすること。

• ルータおよび他のピアが k9 サブシステムをサポートすること。

• SEAL 暗号化はシスコ製の装置だけで使用可能。したがって、相互運用性はありません。

• IKEv1 と異なり、認証方式と SA ライフタイムは IKEv2 ではネゴシエーション可能ではありませ

ん。そのため、これらのパラメータを IKEv2 プロポーザルで設定することはできません。

ステップ 3 access-list access-list-number {deny | permit} 
protocol source source-wildcard destination 
destination-wildcard [log]

例：
Router(config)# access-list 100 permit ip 
10.0.68.0 0.0.0.255 10.1.1.0 0.0.0.255

または

ip access-list extended name

例：
Router(config)# ip access-list extended 
vpn-tunnel

保護する IP パケットを判別する条件を指定します。1 

• これらの条件に一致するトラフィックに対して暗号化

をイネーブルまたはディセーブルにします。

ヒント IPsec で使用できるように「ミラー イメージ」クリ
プト アクセス リストを設定することを推奨します。
また、any キーワードを使用することは推奨しませ
ん。

ステップ 4 作成するクリプト アクセス リストごとにステップ 3 
を繰り返します。

—

1. 番号または名前によって指定された IP アクセス リストを使用して、条件を指定します。access-list コマンドでは、番号付き拡張アクセス 
リストを指定し、ip access-list extended コマンドでは、名前付きアクセス リストを指定します。

コマンドまたはアクション 目的
17
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IKEv1 のトランスフォーム セットの設定

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec transform-set transform-set-name transform1 [transform2 [transform3]]

4. mode [tunnel | transport]

5. exit

6. clear crypto sa [peer {ip-address | peer-name} | sa map map-name | sa entry destination-address 
protocol spi]

7. show crypto ipsec transform-set [tag transform-set-name]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec transform-set transform-set-name 
transform1 [transform2 [transform3]]

例：
Router(config)# crypto ipsec transform-set 
aesset esp-aes 256 esp-sha-hmac

トランスフォーム セットを定義し、暗号化トランスフォー

ム コンフィギュレーション モードを開始します。

transform 引数に使用できるエントリを定義する複合ルール

があります。これらルールについては、crypto ipsec 
transform-set コマンドのコマンド解説で説明します。表 3 
に、使用できるトランスフォームの組み合せを示します。

ステップ 4 mode [tunnel | transport]

例：
Router(cfg-crypto-tran)# mode transport

（任意）トランスフォーム セットに関連付けられたモード

を変更します。

このモード設定は、送信元アドレスと宛先アドレスが 
IPsec ピア アドレスであるトラフィックだけに適用され、

その他すべてのトラフィックに対しては無視されます（他

のトラフィックはすべてトンネル モードです）。

ステップ 5 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。
18
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表 3 に、使用できるトランスフォームの組み合せを示します。

ステップ 6 clear crypto sa [peer {ip-address | peer-name} 
| sa map map-name | sa entry 
destination-address protocol spi]

例：
Router# clear crypto sa 

（任意）既存の IPsec SA を消去して、その後確立された 
SA でトランスフォーム セットへの変更が有効になるよう

にします。

手動で確立した SA は、すぐに再確立されます。

• パラメータを指定せずに clear crypto sa コマンドを使

用すると、SA データベースの内容が完全に消去され

るので、アクティブなセキュリティ セッションが消去

されます。

• SA データベースのサブセットだけを消去するには、

peer、map、または entry キーワードも指定します。

ステップ 7 show crypto ipsec transform-set [tag 
transform-set-name] 

例：
Router# show crypto ipsec transform-set

（任意）設定済みのトランスフォーム セットを表示します。

コマンドまたはアクション 目的

表 3 使用できるトランスフォームの組み合せ  

トランスフォーム タイプ トランスフォーム 説明

AH トランスフォーム（1 つだけ選択） ah-md5-hmac MD5（メッセージ ダイジェスト 5）（HMAC バ
リアント）認証アルゴリズムを使用する AH。

ah-sha-hmac SHA（セキュア ハッシュ アルゴリズム）

（HMAC バリアント）認証アルゴリズムを使用

する AH。

ESP 暗号化トランスフォーム（1 つだけ選択） esp-aes 128 ビット Advanced Encryption Standard
（AES）暗号化アルゴリズムを使用する ESP。

esp-gcm

esp-gmac

esp-gcm および esp-gmac トランスフォーム

は、128 ビットまたは 256 ビットの暗号化アル

ゴリズムを使用する ESP です。これらのトラ

ンスフォームのデフォルトは、いずれも 128 
ビットです。

（注） esp-gcm と esp-gmac トランスフォー

ムは、いずれも crypto ipsec 
transform-set コマンドを使用して同

じ暗号 IPsec トランスフォーム セット

内の他の ESP トランスフォームと一緒

に設定することはできません。

esp-aes 192 192 ビット AES 暗号化アルゴリズムを使用す

る ESP。

esp-aes 256 256 ビット AES 暗号化アルゴリズムを使用す

る ESP。
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次の作業

トランスフォーム セットを定義したら、「クリプト マップ セットの作成」（P.22）で指定する手順でク

リプト マップを作成する必要があります。

IKEv2 のトランスフォーム セットの設定

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ikev2 proposal proposal-name

4. encryption transform1 [transform2] …

5. integrity transform1 [transform2] …

6. group transform1 [transform2] …

7. exit

8. show crypto ikev2 proposal

esp-des 56 ビットの Data Encryption Standard（DES）
暗号化アルゴリズムを使用する ESP。

esp-3des 168 ビット DES 暗号化アルゴリズム（3DES、
トリプル DES とも呼ばれる）を使用する ESP。

esp-null ヌル暗号化アルゴリズム。

esp-seal 160 ビット SEAL 暗号化アルゴリズムを使用す

る ESP

ESP 認証トランスフォーム（1 つだけ選択） esp-md5-hmac MD5（HMAC バリアント）認証アルゴリズム

を使用する ESP。

esp-sha-hmac SHA（HMAC バリアント）認証アルゴリズム

を使用する ESP。

IP 圧縮トランスフォーム comp-lzs Lempel-Ziv-Stac（LZS）アルゴリズムを使用

した IP 圧縮

表 3 使用できるトランスフォームの組み合せ （続き） 

トランスフォーム タイプ トランスフォーム 説明
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手順の詳細

IKEv2 のトランスフォーム セット：例

次の例では、プロポーザルの設定方法を示しています。

各トランスフォーム タイプに対して 1 つのトランスフォームがある IKEv2 プロポーザル

Router(config)# crypto ikev2 proposal proposal-1
Router(config-ikev2-proposal)# encryption 3des
Router(config-ikev2-proposal)# integrity sha

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ikev2 proposal proposal-name

例：
Router(config)# crypto ikev2 proposal 
proposal-1

プロポーザルの名前を指定し、クリプト ikev2 プロポーザ

ル コンフィギュレーション モードを開始します。IKEv2 
ポリシーでは、プロポーザル名を使用してプロポーザルが

参照されます。

ステップ 4 encryption transform1 [transform2] …

例：
Router(config-ikev2-proposal)# encryption 
3des, aes-cbc-128

（任意）次の暗号化タイプのトランスフォームを 1 つ以上

指定します。

• AES-CBC 128

• AES-CBC 192

• AES-CBC 256

• 3DES

• DES

ステップ 5 integrity transform1 [transform2] …

例：
Router(config-ikev2-proposal)# integrity sha, 
md5

（任意）次の整合性タイプのトランスフォームを 1 つ以上

指定します。

• SHA

• MD5

ステップ 6 group transform1 [transform2] …

例：
Router(config-ikev2-proposal)# group 2

（任意）使用可能な DH グループ タイプのトランスフォー

ムを 1 つ以上指定します。

• グループ 1

• グループ 2

• グループ 5

ステップ 7 show crypto ikev2 proposal

例：
Router# show crypto ikev2 proposal

（任意）各 IKEv2 プロポーザルのパラメータを表示します。
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Router(config-ikev2-proposal)# group 2

各トランスフォーム タイプに対して複数のトランスフォームがある IKEv2 プロポーザル

Router(config)# crypto ikev2 proposal proposal-2
Router(config-ikev2-proposal)# encryption 3des aes-cbc-128
Router(config-ikev2-proposal)# integrity sha md5
Router(config-ikev2-proposal)# group 2 5

ここに示す IKEv2 プロポーザル proposal-2 では、次の組み合わせのトランスフォームの優先順位リス

トに変換されます。

• 3des、sha、2

• 3des、sha、5

• 3des、md5、2

• 3des、md5、5

• aes-cbc-128、sha、2

• aes-cbc-128、sha、5

• aes-cbc-128、md5、2

• aes-cbc-128、md5、5

発信側と応答側の IKEv2 プロポーザル

発信側のプロポーザルは次のとおりです。

Router(config)# crypto ikev2 proposal proposal-1
Router(config-ikev2-proposal)# encryption 3des aes-cbc-128
Router(config-ikev2-proposal)# integrity sha md5
Router(config-ikev2-proposal)# group 2 5

応答側のプロポーザルは次のとおりです。

Router(config)# crypto ikev2 proposal proposal-2
Router(config-ikev2-proposal)# encryption aes-cbc-128 3des
Router(config-ikev2-proposal)# integrity md5 sha 
Router(config-ikev2-proposal)# group 5 2 

ここに示すシナリオでは、発信側のアルゴリズムの選択が優先されます。選択されたアルゴリズムは次

のとおりです。

encryption 3des
integrity sha 
group 2

次の作業

トランスフォーム セットを定義したら、「クリプト マップ セットの作成」（P.22）で指定する手順でク

リプト マップを作成する必要があります。

クリプト マップ セットの作成

クリプト マップ セットを作成するには、必要に応じて、次の項を参照してください。

• 「スタティック クリプト マップの作成」（P.25）

• 「ダイナミック クリプト マップの作成」（P.27）

• 「手動による SA を確立するためのクリプト マップ エントリの作成」（P.34）
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前提条件

クリプト マップ エントリを作成する前に、ネットワークのニーズに対処するための 適なクリプト 
マップのタイプ（スタティック、ダイナミック、または手動）を判別する必要があります。また、次の

概念も理解しておく必要があります。

• 「クリプト マップの概要」（P.23）

• 「クリプト マップ間での負荷分散」（P.24）

• 「クリプト マップに関する注意事項」（P.24）

クリプト マップの概要

IPsec に対して作成されたクリプト マップ エントリにより、IPsec SA の設定に使用される各要素がま

とめられます。この要素は次のとおりです。

• どのトラフィックを（クリプト アクセス リストごとに）IPsec で保護する必要があるか

• 一連の SA で保護されるフローの粒度

• IPsec で保護されるトラフィックの送信先（リモート IPsec ピア）

• IPsec トラフィックに使用されるローカル アドレス（詳細については、「インターフェイスへのク

リプト マップ セットの適用」（P.36）を参照してください）

• どのような IPsec SA をこのトラフィック（1 つまたは複数のトランスフォーム セットのリストか

ら選択）に適用する必要があるか

• SA を手動で確立するのか、IKE で確立するのか

• IPsec SA の定義に必要となる可能性があるその他のパラメータ

クリプト マップの動作原理

同じクリプト マップ名（マップ シーケンス番号が異なる）を持つクリプト マップ エントリは、クリプ

ト マップ セットにグループ化されます。これらのクリプト マップ セットを後でインターフェイスに適

用します。このとき、インターフェイスを通過するすべての IP トラフィックは、適用されたクリプト 
マップ セットに対して評価されます。クリプト マップ エントリは、保護の必要がある発信 IP トラ

フィックを確認し、クリプト マップによって IKE の使用が指定されている場合、SA が、クリプト 
マップ エントリに含まれているパラメータに従ってリモート ピアとネゴシエーションされます。また、

クリプト マップ エントリによって手動による SA の使用が指定されている場合は、SA がすでに設定に

よって確立されている必要があります（保護の必要がある発信トラフィックがダイナミック クリプト 
マップ エントリによって確認され、SA が存在しない場合、パケットは廃棄されます）。

クリプト マップ エントリに記述されたポリシーは、SA のネゴシエーション中に使用されます。ロー

カル ルータがネゴシエーションを開始する場合、このルータは、スタティック クリプト マップ エント

リで指定されているポリシーを使用して、指定の IPsec ピアに送信されるオファーを作成します。

IPsec ピアがネゴシエーションを開始すると、ローカル ルータはすべての参照先のスタティック クリ

プト マップ エントリおよびダイナミック クリプト マップ エントリからのポリシーを確認して、ピア

の要求（オファー）を受け入れるか、拒否するかどうかを決定します。

2 つの IPsec ピア間で IPsec を正常に確立するには、両方のピアのクリプト マップ エントリに、互換性

のある設定文が含まれている必要があります。

互換性があるクリプト マップ：SA の確立

2 つのピアが SA を確立しようとするとき、これらのピアは、他方のピアのクリプト マップ エントリの

いずれかと互換性があるクリプト マップ エントリを 1 つ以上持っている必要があります。2 つのクリ

プト マップ エントリで互換性が成立するには、少なくとも次の基準を満たす必要があります。
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• クリプト マップ エントリに、互換性があるクリプト アクセス リスト（ミラー イメージ アクセス 
リスト）が含まれている必要があります。応答側ピアがダイナミックなクリプト マップを使用し

ている場合、ローカル クリプト アクセス リスト内のエントリは、ピアのクリプト アクセス リスト

で「許可される」必要があります。

• クリプト マップ エントリはそれぞれ他方のピアを識別する必要があります（応答側ピアがダイナ

ミック クリプト マップを使用しない場合）。

• クリプト マップ エントリに、共通のトランスフォーム セットが少なくとも 1 つなくてはなりませ

ん。

クリプト マップ間での負荷分散

クリプト マップを使用して複数のリモート ピアを定義し、負荷分散を実行できます。1 つのピアに障

害が発生しても保護されたパスが引き続き存在するため、負荷分散は便利です。パケットが実際に送信

されるピアは、特定のデータ フローでルータが受信した 後のピア（トラフィックまたはネゴシエー

ション要求を受信した）によって決まります。 初のピアでの試行が失敗すると、IKE はクリプト 
マップ リストの次のピアを試行します。

各クリプト マップ パラメータを設定して他のピアとの互換性を確保する方法が不明な場合は、「ダイナ

ミック クリプト マップの作成」（P.27）の説明に従って、ダイナミック クリプト マップの設定を検討

することができます。ダイナミック クリプト マップは、IPsec トンネルの確立がリモート ピア（サー

バ側の IPsec ルータなど）で開始される場合に便利です。ダイナミッ ク クリプト マップは、ポリシー 
テンプレートであり、完全なポリシーの文ではないため、ローカルで IPsec トンネルの確立が開始され

る場合には有効ではありません（ただし、暗号パケット フィルタリングには、すべての参照先のダイ

ナミック クリプト マップ エントリ内のアクセス リストが使用されます）。

クリプト マップに関する注意事項

単一のインターフェイスには、クリプト マップ セットを 1 つだけ適用できます。クリプト マップ セッ

トには、IPsec/IKE と IPsec/手動のエントリの組み合せを含めることができます。複数のインターフェ

イスに同じポリシーを適用する場合、複数のインターフェイスが同じクリプト マップ セットを共有で

きます。

特定のインターフェイスに対して複数のクリプト マップ エントリを作成する場合は、各マップ エント

リの seq-num 引数を使用して、マップ エントリにランク付けします。seq-num 引数が小さいほど、プ

ライオリティは高くなります。クリプト マップ セットがあるインターフェイスでは、トラフィックは、

初にプライオリティの高いマップ エントリに対して評価されます。

次のいずれかの条件が存在する場合、特定のインターフェイスに複数のクリプト マップ エントリを作

成する必要があります。

• データ フローが異なる場合は、別個の IPsec ピアで処理されます。

• 異なるタイプのトラフィックに異なる IPsec セキュリティを適用する場合（たとえば、一方のサブ

ネットのセット間でトラフィックを（同一または別個の IPsec ピアに対して）認証し、もう一方の

サブネットのセット間でトラフィックを認証および暗号化する場合）。この場合、異なるタイプの

トラフィックが 2 つの個別のアクセス リストに定義されており、クリプト アクセス リストごとに

個別のクリプト マップ エントリを作成する必要があります。

• 特定のセットの SA を確立するために IKE を使用しない場合に、複数のアクセス リスト エントリ

を指定する場合は、別個のアクセス リスト（permit エントリごとに 1 つ）を作成し、アクセス リ
ストごとに個別のクリプト マップ エントリを指定する必要があります。
24



IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定

  IPsec VPN の設定方法
スタティック クリプト マップの作成

IKE を使用して SA が確立されると、IPsec ピアは、新しい SA に使用する設定をネゴシエーションで

きます。つまり、クリプト マップ エントリ内でリスト（許容されるトランスフォームのリストなど）

を指定できます。

SA の確立に IKE を使用するクリプト マップ エントリを作成するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp 

4. match address access-list-id

5. set peer {hostname | ip-address}

6. set transform-set transform-set-name1 [transform-set-name2...transform-set-name6]

7. set security-association lifetime {seconds seconds | kilobytes kilobytes | kilobytes disable}

8. set security-association level per-host

9. set pfs [group1 | group2 | group5]

10. exit

11. exit

12. show crypto map [interface interface | tag map-name]

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp 

例：
Router(config)# crypto map static-map 1 
ipsec-isakmp

作成（または変更）するクリプト マップ エントリに

名前を付けて、クリプト マップ コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 4 match address access-list-id

例：
Router(config-crypto-m)# match address vpn-tunnel

拡張アクセス リストに名前を付けます。

このアクセス リストは、このクリプト マップ エン

トリに照らして、IPsec で保護する必要があるトラ

フィックと、IPsec セキュリティで保護しないトラ

フィックを決定します。
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ステップ 5 set peer {hostname | ip-address}

例：
Router(config-crypto-m)# set-peer 192.168.101.1

リモート IPsec ピアを指定します。これは、IPsec 保
護されたトラフィックの転送先となるピアです。

複数のリモート ピアに対して、同じ作業を繰り返し

ます。

ステップ 6 set transform-set transform-set-name1 
[transform-set-name2...transform-set-name6]

例：
Router(config-crypto-m)# set transform-set aesset

このクリプト マップ エントリで許可するトランス

フォーム セットを指定します。

複数のトランスフォーム セットをプライオリティの

順に表示します（ もプライオリティの高いものを

先頭に表示）。

ステップ 7 set security-association lifetime {seconds seconds 
| kilobytes kilobytes | kilobytes disable}

例：
Router (config-crypto-m)# set security-association 
lifetime seconds 2700 

（任意）クリプト マップ エントリの SA ライフタイ

ムを指定します。

デフォルトでは、クリプト マップの SA はグローバ

ル ライフタイムに従ってネゴシエーションされ、こ

れはディセーブルにできます。

ステップ 8 set security-association level per-host

例：
Router(config-crypto-m)# set security-association 
level per-host

（任意）送信元と宛先ホストのペアごとに、個別の 
SA を確立するよう指定します。

• デフォルトでは、単一の IPsec 「トンネル」で、

複数の送信元ホストおよび複数宛先ホストのト

ラフィックが伝送されます。

注意 特定のサブネット間の複数のストリーム

によって急速にリソースが消費される可

能性があるので、このコマンドは注意し

て使用してください。

ステップ 9 set pfs [group1 | group2 | group 5]

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

（任意）IPsec がこのクリプト マップ エントリの新し

い SA を要求する場合、Perfect Forward Secrecy
（PFS; 完全転送秘密）を要求するように、または 
IPsec ピアから受信する要求に PFS が含まれること

を要求するように指定します。

• デフォルトでは、PFS は要求されません。この

コマンドでグループが指定されない場合は、

group1 がデフォルトとして使用されます。

ステップ 10 exit

例：
Router(config-crypto-m)# exit

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを

終了します。

ステップ 11 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し

ます。

ステップ 12 show crypto map [interface interface | tag map-name]

例：
Router# show crypto map 

クリプト マップ コンフィギュレーションを表示します。

コマンド 目的
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トラブルシューティングのヒント

特定の設定変更は、それ以後の SA をネゴシエーションする場合にだけ有効になります。新しい設定を

すぐに有効にする場合は、既存の SA が変更後の設定で再確立されるように、これらの SA を消去する

必要があります。ルータが活発に IPsec トラフィックを処理する場合は、設定変更によって影響を受け

る SA データベースの一部だけを消去することを推奨します（つまり、所定のクリプト マップ セット

で確立されている SA だけを消去します）。大規模な変更を行う場合や、ルータが他の IPsec トラ

フィックをほとんど処理しない場合を除いて、SA データベースを完全に消去しないでください。

IPsec SA を消去するには、clear crypto sa コマンドと適切なパラメータを使用してください（パラ

メータをすべて省略すると、SA データベースが完全に消去され、アクティブなセキュリティ セッショ

ンも消去されてしまいます）。

次の作業

スタティック クリプト マップを正常に作成したら、IPsec トラフィック フローが通過する各インター

フェイスにクリプト マップ セットを適用する必要があります。この作業を完了するには、「インター

フェイスへのクリプト マップ セットの適用」（P.36）を参照してください。

ダイナミック クリプト マップの作成

ダイナミッククリプト マップを使用すると、IPsec の設定が簡単になります。ダイナミック クリプト 
マップは、ピアが常に事前に決定されていないネットワークで使用することを推奨します。ダイナミッ

ク クリプト マップを作成するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「ダイナミック クリプト マップの概要」（P.27）

• 「トンネル エンドポイント ディスカバリ（TED）」（P.28）

ダイナミック クリプト マップの概要

ダイナミック クリプト マップは、IKE だけで利用可能です。

ダイナミック クリプト マップ エントリは、本質的にパラメータがまったく設定されていないスタ

ティック クリプト マップ エントリです。ダイナミック クリプト マップ エントリは、欠落しているパ

ラメータが、リモート ピアの要件に合うように後で動的に設定される（IPsec ネゴシエーションの結果

として）ポリシー テンプレートの役割を果たします。この設定により、ルータにリモート ピアの要件

のすべてを満たすように特別に設定されたクリプト マップ エントリがなくても、リモート ピアは、

IPsec トラフィックをルータと交換することができます。

ルータは、リモート ピアとの新しい IPsec SA を開始する場合にダイナミック クリプト マップを使用し

ません。ダイナミック クリプト マップは、リモート ピアがルータとの IPsec SA を開始しようとすると

きに使用されます。また、ダイナミック クリプト マップは、トラフィックの評価にも使用されます。

ダイナミック クリプト マップ セットは、クリプト マップセットの一部としてリファレンスに含まれま

す。ダイナミック クリプト マップ セットを参照するクリプト マップ エントリはすべて、クリプト マッ

プ セット内でプライオリティが 低のマップ エントリ（シーケンス番号が 大）であって、他のクリプ

ト マップ エントリが 初に評価されるようにする必要があります。つまり、他の（スタティック）マッ

プ エントリが正常に一致しないときだけ、ダイナミック クリプト マップ セットが調べられます。

ルータが新しい IPsec SA をインストールした時点でピアの要求を受け入れると、一時クリプト マップ 
エントリもインストールされます。このエントリには、ネゴシエーションの結果が入れられます。この

時点で、ルータは、この一時クリプト マップ エントリを通常のエントリとして使用して、通常の処理

を実行します。さらに、現在の SA が失効する場合は（一時クリプト マップ エントリで指定されたポ

リシーに基づいて）、新しい SA を要求します。フローが失効する（つまり、対応する SA がすべて期

限切れになる）と、一時クリプト マップ エントリは削除されます。
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スタティック クリプト マップとダイナミック クリプト マップのどちらについても、保護されていない

着信トラフィックがアクセス リストの permit 文と一致し、対応するクリプト マップ エントリが

「IPsec」とタグ付けされた場合、トラフィックは IPsec 保護されていないため、廃棄されます（これ

は、クリプト マップ エントリによって指定されたセキュリティ ポリシーにより、このトラフィックを 
IPsec 保護する必要があると明記されているからです）。

スタティック クリプト マップ エントリの場合、発信トラフィックがアクセス リストの permit 文と一

致し、対応する SA がまだ確立されていなければ、ルータは、リモート ピアとの新しい SA を開始しま

す。ダイナミック クリプト マップ エントリの場合、SA が存在しなければ、トラフィックは単に廃棄

されます（ダイナミック クリプト マップが新しい SA の開始に使用されないため）。

（注） ダイナミック クリプト マップの permit エントリに any キーワードを使用する場合には、注意が必要

です。このような permit エントリによってカバーされるトラフィックが、マルチキャストまたはブ

ロードキャスト トラフィックを含めることが可能な場合は、アクセス リストには該当するアドレス範

囲に対する deny エントリも含める必要があります。アクセス リストには、ネットワークおよびサブ

ネット ブロードキャスト トラフィック、および IPsec 保護しない他のトラフィックの deny エントリも

含める必要があります。

ダイナミック クリプト マップに関する制約事項

ダイナミック クリプト マップ エントリにより、IPsec SA を確立できるトラフィックを制限するクリプ

ト アクセス リストを指定します。トラフィックのフィルタリング中、アクセス リストを指定しないダ

イナミック クリプト マップ エントリは、無視されます。ダイナミック クリプト マップ エントリに空

のアクセス リストが含まれていると、トラフィックが廃棄されます。クリプト マップ セットにダイナ

ミッククリプト マップ エントリが 1 つしかない場合、クリプト マップ セットは許容範囲内のトランス

フォーム セットを指定する必要があります。

トンネル エンドポイント ディスカバリ（TED）

ダイナミック クリプト マップを定義すると、受信側ルータだけが動的に IPsec ピアを決定できるよう

になります。TED を使用すると、セキュアな IPsec 通信を行うために、発信側ルータが IPsec ピアを動

的に決定できます。

ダイナミック TED は、大規模なネットワーク内の個々のルータでの IPsec 設定を簡素化する場合に役

立ちます。各ノードには簡単な設定があり、この設定により、ルータが保護するローカル ネットワー

クおよび必要な IPsec トランスフォームが定義されます。

TED を使用せずに大規模な、フルメッシュ ネットワークを配置するには、各ピアがネットワーク内の

他のピアすべてに対してスタティック クリプト マップを持っている必要があります。たとえば、大規

模なフルメッシュ ネットワークに 100 のピアがある場合、各ルータは、そのルータの各ピアに対して 
99 のスタティック クリプト マップを必要とします。TED を使用すると、ピアが動的に検出されるの

で、必要となるのは、TED がイネーブルのダイナミック クリプト マップ 1 つだけです。したがって、

ピアごとにスタティック クリプト マップを設定する必要はありません。

（注） TED は、ピアを検出する場合だけに効果を発揮します。それ以外の場合、TED の機能は通常の IPsec 
と何ら変わりありません。TED は、IPsec のスケーラビリティ（性能あるいは、ピアまたはトンネルの

数において）を向上させるものではありません。

図 4 および対応するステップでは、サンプルの TED ネットワーク トポロジについて説明します。
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図 4 トンネル エンドポイント ディスカバリのサンプル ネットワーク トポロジ

ステップ 1 ホスト A は、ホスト B に転送されるパケットを送信します。

ステップ 2 ルータ 1 はパケットを捕捉し、解読します。IKE ポリシーに従って、ルータ 1 には、情報（パケットを

暗号化する必要がある、パケットの SA がない、TED がイネーブルである）が含まれます。そのため、

ルータ 1 はパケットを廃棄し、TED プローブをネットワークに送信します。TED プローブには、ペイ

ロードに組み込まれているホスト A（送信元 IP アドレスとして）の IP アドレスとホスト B（宛先 IP 
アドレスとして）の IP アドレスが含まれています。

ステップ 3 ルータ 2 は TED プローブを捕捉し、プローブを保護対象の ACL と照合してチェックします。プロー

ブが ACL と一致すると、そのプローブは、ルータによって保護されるプロキシの TED プローブとし

て認識されます。次に、ルータ 2 は、ホスト B の IP アドレス（送信元 IP アドレス）と、ホスト A の 
IP アドレス（宛先 IP アドレス）をペイロードに組み込んで、TED 応答を送信します。

ステップ 4 ルータ 1 は、TED 応答を捕捉し、ルータ 2 の IP アドレスおよびハーフ プロキシに対してペイロードを

チェックします。ルータ 1 は、そのプロキシの送信元側を 2 番目のペイロードで検出されたプロキシと

組み合せ、ルータ 2 との IKE セッションを開始します。その後、ルータ 1 は、ルータ 2 との IPsec セッ

ションを開始します。

（注） ピアが識別されるまで、IKE は発生しません。

TED のバージョン

次の表に、利用可能な TED バージョンを示します。

TED に関する制約事項

TED には、次の制約事項があります。

• これは、シスコ独自の機能です。

• ダイナミック クリプト マップだけで使用できます（ダイナミック クリプト マップ テンプレート

は、ピア検出を実行するダイナミック クリプト マップに基づきます。ダイナミック クリプト マッ

プ テンプレートには、アクセス リストの制約事項はありませんが、ダイナミック クリプト マップ 
テンプレートは、any キーワードを使用して、保護されたトラフィックから送信されたデータおよ

 A
10.1.1.1

 1  B
10.2.2.5

 2

24
34

56
バージョン

利用可能になった最初の

リリース 説明

TEDv1 12.0(5)T 非冗長ネットワークで基本的な TED 機能を実

行します。

TEDv2 12.1M 送信元と宛先間の複数のセキュリティ ゲート

ウェイを通るパスを持つ冗長ネットワークと

連動するように拡張されました。

TEDv3 12.2M 非 IP 関連エントリをアクセス リストで使用で

きるように拡張されました。
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び受信側ルータをカバーする必要があります。any キーワードを使用する場合は、明示的に deny 
文を指定してルーティング プロトコル トラフィックを除外したうえで、permit any コマンドを入

力してください）。

• TED はトンネル モードだけで動作し、トランスポート モードでは動作しません。

• TED は、個々のプラットフォームでの IPsec のパフォーマンスおよびスケーラビリティに関する

制限条件によって制限されます。

（注） TED をイネーブルにすると、ピア検出の設定オーバーヘッドにより、IKE メッセージの追

加の「ラウンドトリップ」（TED プローブおよび応答）が発生するため、IPsec の全般的な

スケーラビリティは若干低下します。ピア検出段階でデータ構造の保管に使用されるメモ

リ量は 小限に抑えられていますが、IPsec の全般的なスケーラビリティに悪影響を及ぼし

ます。

• IP アドレスは、ネットワーク内でルーティング可能である必要があります。

• TED 用のクリプト マップで使用されたアクセス リストには、IP 関連エントリだけを含めることが

できます。このアクセス リストでは、TCP、UDP、またはその他のプロトコルを使用できません。

（注） この制限事項は、TEDv3 で適用されなくなりました。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num

4. set transform-set transform-set-name1 [transform-set-name2...transform-set-name6]

5. match address access-list-id

6. set peer {hostname | ip-address}

7. set security-association lifetime {seconds seconds | kilobytes kilobytes | kilobytes disable}

8. set pfs [group1 | group2 | group5]

9. exit

10. exit

11. show crypto dynamic-map [tag map-name]

12. configure terminal 

13. crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp dynamic dynamic-map-name [discover]
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手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num

例：
Router(config)# crypto dynamic-map test-map 1

ダイナミック クリプト マップ エントリを作成し、

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 4 set transform-set transform-set-name1 
[transform-set-name2...transform-set-name6]

例：
Router(config-crypto-m)# set transform-set aesset

このクリプト マップ エントリで許可するトランス

フォーム セットを指定します。

• 複数のトランスフォーム セットをプライオリ

ティの順に表示します（ もプライオリティの

高いものを先頭に表示）。これは、ダイナミッ

ク クリプト マップ エントリで必要とされる唯

一の設定文です。
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ステップ 5 match address access-list-id

例：
Router(config-crypto-m)# match address 101

（任意）拡張アクセス リストのリスト番号またはリ

スト名にアクセスします。

• このアクセス リストは、このクリプト マップ 
エントリに照らして、IPsec で保護する必要が

あるトラフィックと、IPsec セキュリティで保

護しないトラフィックを決定します。

（注） ダイナミック クリプト マップでは、アクセ

ス リストの使用は任意ですが、使用するこ

とを強く推奨します。

• ダイナミック クリプト マップが設定されてい

る場合、IPsec ピアによって提示されるデータ 
フロー ID は、このクリプト アクセス リストの 
permit 文の範囲内である必要があります。

• ダイナミック クリプト マップが設定されていな

い場合、ルータは、IPsec ピアが提示したデー

タ フロー ID を受け入れます。ただし、ダイナ

ミック クリプト マップが設定されていても指定

されたアクセス リストが存在しない、あるいは

空である場合、ルータはすべてのパケットを廃

棄します。スタティック クリプト マップでもア

クセス リストの指定が必要なので、これはスタ

ティック クリプト マップに似ています。

• アクセス リストはネゴシエーションだけでなく

パケット フィルタリングでも使用されるため、

any キーワードをアクセス リストで使用する場

合には注意が必要です。

• 一致アドレスを設定する必要があります。設定

しない場合、パケットがクリアテキスト（暗号

解除されて）で送信されるため、動作が不安定

になり、TED をイネーブルにできません。

ステップ 6 set peer {hostname | ip-address}

例：
Router(config-crypto-m)# set peer 192.168.101.1

（任意）リモート IPsec ピアを指定します。複数の

リモート ピアに対して、同じ作業を繰り返します。

（注） ダイナミック クリプト マップ エントリで

は、これを設定することはまれです。ダイナ

ミック クリプト マップ エントリは、多くの

場合、未知のリモート ピアで使用されます。

ステップ 7 set security-association lifetime {seconds seconds 
| kilobytes kilobytes | kilobytes disable}

例：
Router(config-crypto-m)# set security-association 
lifetime seconds 7200

（任意）IP セキュリティ SA をネゴシエーションす

るときに使用されるグローバル ライフタイム値を

上書きします（特定のクリプト マップ エントリの

場合）。

（注） 高帯域幅環境でのキーの再生成時にパケッ

ト損失が発生する可能性を 小限にするに

は、大量のライフタイム有効期限によって

トリガーされるキーの再生成要求をディ

セーブルにできます。

コマンド 目的
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トラブルシューティングのヒント

特定の設定変更は、それ以後の SA をネゴシエーションする場合にだけ有効になります。新しい設定を

すぐに有効にする場合は、既存の SA が変更後の設定で再確立されるように、これらの SA を消去する

必要があります。ルータが活発に IPsec トラフィックを処理する場合は、設定変更によって影響を受け

る SA データベースの一部だけを消去することを推奨します（つまり、所定のクリプト マップ セット

で確立されている SA だけを消去します）。大規模な変更を行う場合や、ルータが他の IPsec トラ

フィックをほとんど処理しない場合を除いて、SA データベースを完全に消去しないでください。

IPsec SA を消去するには、clear crypto sa コマンドと適切なパラメータを使用してください（パラ

メータをすべて省略すると、SA データベースが完全に消去され、アクティブなセキュリティ セッショ

ンも消去されてしまいます）。

ステップ 8 set pfs [group1 | group2 | group5]

例：
Router(config-crypto-m)# set pfs group2

（任意）IPsec がこのクリプト マップ エントリの新

しい SA を要求した場合、PFS を要求するように、

または IPsec ピアから受信する要求に PFS が含まれ

ることを要求するように指定します。

• デフォルトでは、PFS は要求されません。この

コマンドでグループが指定されない場合は、

group1 がデフォルトとして使用されます。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-crypto-m)# exit

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを

終了し、グローバル コンフィギュレーション モー

ドに戻ります。

ステップ 10 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 11 show crypto dynamic-map [tag map-name] 

例：
Router# show crypto dynamic-map

（任意）ダイナミック クリプト マップに関する情報

を表示します。

ステップ 12 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 13 crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp dynamic 
dynamic-map-name [discover]

例：
Router(config)# crypto map static-map 1 
ipsec-isakmp dynamic test-map discover

（任意）クリプト マップ セットにダイナミック クリ

プト マップを追加します。

• クリプト マップ セット内のプライオリティの

も低いエントリに、ダイナミック マップを参

照するクリプト マップ エントリを設定する必

要があります。

（注） TED をイネーブルにするには、discover 
キーワードを発行する必要があります。

コマンド 目的
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次の作業

クリプト マップ セットを正常に作成したら、IPsec トラフィック フローが通過する各インターフェイ

スにクリプト マップ セットを適用する必要があります。この作業を完了するには、「インターフェイス

へのクリプト マップ セットの適用」（P.36）を参照してください。

手動による SA を確立するためのクリプト マップ エントリの作成

手動による SA は、ローカル ルータのユーザと IPsec ピアのユーザとで事前に合意したうえで使用しま

す。両者は、手動による SA を開始してから、IKE によって確立された SA を使用できるようになりま

す。この操作を行わないと、リモート側のシステムが IKE をサポートしないことがあります。SA の確

立に IKE を使用しない場合、SA のネゴシエーションは行われません。IPsec がトラフィックを正常に

処理するには、両システムの設定情報が同一である必要があります。

ローカル ルータは、単一のクリプト マップ セット内であっても、手動および IKE によって確立された 
SA を同時にサポートできます。

ローカル ルータで IKE をディセーブルにする理由はほぼありません（ルータが手動による SA だけサ

ポートしている場合を除きますが、このようなことはまずありません）。

（注） ipsec-manual とタグ付けされたクリプト マップ エントリのアクセス リストでは、permit エントリは 
1 つに制限され、それ以降のエントリは無視されます。つまり、特定のクリプト マップ エントリに

よって確立された SA は、その単一のデータ フロー専用です。異なる種類のトラフィックごとに、手

動で確立された複数の SA をサポートできるようにするには、複数のクリプト アクセス リストを定義

し、これらのリストを 1 つずつ ipsec-manual クリプト マップ エントリに適用します。各アクセス リ
ストには、保護するトラフィックを定義する permit 文が 1 つ含まれている必要があります。

クリプト マップ エントリを作成して手動による SA を確立するには（つまり、SA の確立に IKE を使

用しない場合）、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-num ipsec-manual

4. match address access-list-id

5. set peer {hostname | ip-address}

6. set transform-set transform-set-name 

7. set session-key inbound ah spi hex-key-string

または

set session-key outbound ah spi hex-key-string

8. set session-key inbound esp spi cipher hex-key-string [authenticator hex-key-string]

または

set session-key outbound esp spi cipher hex-key-string [authenticator hex-key-string]

9. exit

10. exit

11. show crypto map [interface interface | tag map-name]
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手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力

します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-num ipsec-manual

例：
Router(config)# crypto map mymap 10 ipsec-manual

作成または変更するクリプト マップ エントリを指定

して、クリプト マップ コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 4 match address access-list-id

例：
Router(config-crypto-m)# match address 102

このクリプト マップ エントリに照らして、IPsec で
保護するトラフィックと、IPsec で保護しないトラ

フィックを決定する IPsec アクセス リストに名前を

付けます

（IKE を使用しない場合、アクセス リストは permit 
エントリを 1 つだけ指定できます）。

ステップ 5 set peer {hostname | ip-address}

例：
Router(config-crypto-m)# set peer 10.0.0.5

リモート IPsec ピアを指定します。これは、IPsec 保
護されたトラフィックの転送先となるピアです

（IKE を使用しない場合、ピアを 1 つだけ指定できま

す）。

ステップ 6 set transform-set transform-set-name

例：
Router(config-crypto-m)# set transform-set someset

使用するトランスフォーム セットを指定します。

これは、リモート ピアの対応するクリプト マップ 
エントリで指定したトランスフォーム セットと同じ

である必要があります。

（注） IKE を使用しない場合、トランスフォーム 
セットを 1 つだけ指定できます。

ステップ 7 set session-key inbound ah spi hex-key-string

例：
Router(config-crypto-m)# set session-key inbound ah 
256 98765432109876549876543210987654

または

set session-key outbound ah spi hex-key-string

例：
Router(config-crypto-m)# set session-key outbound 
ah 256 fedcbafedcbafedcfedcbafedcbafedc 

指定されたトランスフォーム セットに AH プロトコ

ルが含まれている場合、保護対象の着信および発信

トラフィックに適用する AH Security Parameter 
Index（SPI; セキュリティ パラメータ インデックス）

およびキーを設定します

（保護するトラフィックに使用する AH SA を手動で

指定します）
35



IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定

  IPsec VPN の設定方法
トラブルシューティングのヒント

手動で確立された SA の場合、変更を有効にするために SA を消去し、再初期化する必要があります。

IPsec SA を消去するには、clear crypto sa コマンドと適切なパラメータを使用してください（パラ

メータをすべて省略すると、SA データベースが完全に消去され、アクティブなセキュリティ セッショ

ンも消去されてしまいます）。

次の作業

クリプト マップ セットを正常に作成したら、IPsec トラフィック フローが通過する各インターフェイ

スにクリプト マップ セットを適用する必要があります。この作業を完了するには、「インターフェイス

へのクリプト マップ セットの適用」（P.36）を参照してください。

インターフェイスへのクリプト マップ セットの適用

IPsec トラフィック フローが通過する各インターフェイスにクリプト マップ セットを適用する必要があ

ります。インターフェイスにクリプト マップ セットを適用すると、ルータには、接続中にクリプト 
マップ セットに対してすべてのインターフェイスのトラフィックを評価し、暗号で保護するトラフィッ

クのために、指定されたポリシーまたは SA のネゴシエーションを使用するように指示されます。

インターフェイスにクリプト マップを適用するには、次の作業を実行します。

ステップ 8 set session-key inbound esp spi cipher 
hex-key-string [authenticator hex-key-string]

例：
Router(config-crypto-m)# set session-key inbound 
esp 256 cipher 0123456789012345 

または

set session-key outbound esp spi cipher 
hex-key-string [authenticator hex-key-string]

例：
Router(config-crypto-m)# set session-key outbound 
esp 256 cipher abcdefabcdefabcd

指定されたトランスフォーム セットに ESP プロトコ

ルが含まれている場合、保護対象の着信および発信

トラフィックに適用する ESP SPI およびキーを設定

します。トランスフォーム セットに ESP 暗号化アル

ゴリズムが含まれている場合は、暗号キーを指定し

ます。トランスフォーム セットに ESP 認証アルゴリ

ズムが含まれている場合は、認証キーを指定します。

• （保護するトラフィックに使用する ESP SA を手

動で指定します）。

ステップ 9 exit

例：
Router(config-crypto-m)# exit

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを

終了し、グローバル コンフィギュレーション モード

に戻ります。

ステップ 10 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し

ます。

ステップ 11 show crypto map [interface interface | tag map-name]

例：
Router# show crypto map

クリプト マップ コンフィギュレーションを表示しま

す。

コマンド 目的
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同じクリプト マップを共有する冗長インターフェイス

冗長性を確保するために、同じクリプト マップ セットを複数のインターフェイスに適用できます。デ

フォルトの動作は次のとおりです。

• 各インターフェイスには、専用の SA データベースがあります。

• ローカル インターフェイスの IP アドレスは、このインターフェイスから発信された IPsec トラ

フィックまたは、そのインターフェイスに送信される IPsec トラフィックのローカル アドレスとし

て使用されます。

冗長性を確保するために、同じクリプト マップ セットを複数のインターフェイスに適用する場合は、

識別インターフェイスを指定する必要があります。識別インターフェイスとしてループバック イン

ターフェイスを使用することを推奨します。これには、次のような効果があります。

• IPsec SA データベースの per-interface 部分は一度確立されると、同じクリプト マップを共有する

すべてのインターフェイスを通過するトラフィックで共有されます。

• 識別インターフェイスの IP アドレスは、同じクリプト マップ セットを共有する、IPsec トラ

フィックの発信元または送信先インターフェイスのローカル アドレスとして使用されます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. crypto map map-name

5. exit

6. crypto map map-name local-address interface-id

7. exit

8. show crypto map [interface interface]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface type number 

例：
Router(config)# Interface FastEthernet 0/0

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。
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IPsec VPN の設定例

AES を使用するスタティック クリプト マップの例

この例は、スタティック クリプト マップを設定し、暗号化方式として AES を定義する方法を示してい

ます。

crypto isakmp policy 10
 encryption aes 256
 authentication pre-share
 lifetime 180

crypto isakmp key cisco123 address 10.0.110.1
!
!
crypto ipsec transform-set aesset esp-aes 256 esp-sha-hmac
 mode transport
!
crypto map aesmap 10 ipsec-isakmp
 set peer 10.0.110.1
 set transform-set aesset
 match address 120
!
!
!
voice call carrier capacity active
!

ステップ 4 crypto map map-name

例：
Router(config-if)# crypto map mymap 

インターフェイスに対してクリプト マップ セットを適用

します。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 crypto map map-name local-address interface-id

例：
Router(config)# crypto map mymap local-address 
loopback0 

（任意）冗長インターフェイスが同じローカル アイデン

ティティを使用して、同じクリプト マップを共有できるよ

うにします。

ステップ 7 exit

例：
Router(config)# exit

（任意）グローバル コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 8 show crypto map [interface interface]

例：
Router# show crypto map

（任意）クリプト マップ コンフィギュレーションを表示し

ます。

コマンドまたはアクション 目的
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!
mta receive maximum-recipients 0
!
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.110.2 255.255.255.0
 ip nat outside
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 duplex auto
 speed auto
 crypto map aesmap
!
interface Serial0/0
 no ip address
 shutdown
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.0.110.1 255.255.255.0
 ip nat inside
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 duplex auto
 speed auto
!
ip nat inside source list 110 interface FastEthernet0/0 overload
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.5.1.1
ip route 10.0.110.0 255.255.255.0 FastEthernet0/0
ip route 172.18.124.0 255.255.255.0 10.5.1.1
ip route 172.18.125.3 255.255.255.255 10.5.1.1
ip http server
!
!
access-list 110 deny   ip 10.0.110.0 0.0.0.255 10.0.110.0 0.0.0.255
access-list 110 permit ip 10.0.110.0 0.0.0.255 any
access-list 120 permit ip 10.0.110.0 0.0.0.255 10.0.110.0 0.0.0.255
!
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その他の参考資料

関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

IKE の設定 『Configuring IKE for IPsec VPNs』フィーチャ モジュール

IKE、IPsec および PKI コンフィギュレーション コマ

ンド：完全なコマンド構文、コマンド モード、デフォ

ルト設定、使用に関する注意事項および例

『Cisco IOS Security Command Reference』

Suite-B SHA-2 ファミリ（HMAC バリアント）およ

び Elliptic Curve（EC）キー ペアの設定。

『Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs』フィーチャ 
モジュール

Suite-B 整合性アルゴリズム タイプのトランスフォー

ムの設定

『Configuring Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィー

チャ モジュール

IKEv2 用の Suite-B の Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm（ECDSA）signature（ECDSA-sig）認証

方式の設定

『Configuring Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィー

チャ モジュール

IPsec SA ネゴシエーションでの Suite-B の Elliptic 
Curve Diffie-Hellman（ECDH）のサポート

『Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs』および

『Configuring Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィー

チャ モジュール

PKI の証明書登録のための Suite-B サポート 『Configuring Certificate Enrollment for a PKI』フィーチャ モ
ジュール

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

• CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR- MIB

• CISCO-IPSEC-MIB

• CISCO-IPSEC-POLICY-MAP-MIB 

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

RFC 2401 『Security Architecture for the Internet Protocol』 
RFC 2402 『IP Authentication Header』 

RFC 2403 『The Use of HMAC-MD5-96 within ESP and AH』 
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cert_enroll_pki.html


IPsec を使用した VPN のセキュリティの設定

  その他の参考資料
シスコのテクニカル サポート

RFC 2404 『The Use of HMAC-SHA-1-96 within ESP and AH』 

RFC 2405 『The ESP DES-CBC Cipher Algorithm With Explicit IV』 

RFC 2406 『IP Encapsulating Security Payload (ESP)』 

RFC 2407 『The Internet IP Security Domain of Interpretation for ISAKMP』 

RFC 2408 『Internet Security Association and Key Management Protocol 
(ISAKMP)』 

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

RFC タイトル
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IPsec VPN のセキュリティの機能情報
表 4 に、この機能のリリース履歴を示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 4 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

表 4 IPsec VPN のセキュリティ設定に関する機能情報

機能名

ソフトウェア 
リリース 機能情報

高度暗号化規格 12.2(8)T この機能により、新しい暗号化規格 AES に対するサポー

トが追加されます。AES は、DES の後継として開発され

た IPsec および IKE のプライバシー トランスフォームで

す。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「サポートされる規格」（P.3）

• 「IKEv1 および IKEv2 プロポーザルのトランスフォー

ム セットの設定」（P.17）

この機能により、crypto ipsec transform-set、encryption
（IKE ポリシー）、show crypto ipsec transform-set、
show crypto isakmp policy の各コマンドが変更されまし

た。

DES/3DES/AES VPN 暗号化モジュール

（AIM-VPN/EPII、AIM-VPN/HPII、
AIM-VPN/BPII ファミリ）

12.3(7)T この機能により、特定の Cisco IOS ソフトウェア リリース

でサポートされる VPN 暗号化ハードウェア AI および NM 
が示されます。

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。

• 「AIM および NM のサポート」（P.5）

SEAL 暗号化 12.3(7)T この機能により、IPsec での SEAL 暗号化に対するサポー

トが追加されました。

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。

• 「サポートされる規格」（P.3）

• 「IKEv1 および IKEv2 プロポーザルのトランスフォー

ム セットの設定」（P.17）

この機能により、crypto ipsec transform-set コマンドが

変更されました。
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ソフトウェア IPPCP（LZS）とハードウェ

ア暗号化の併用

12.2(13)T VPN モジュールが Cisco 2600 および Cisco 3600 シリーズ 
ルータに搭載されている場合、この機能により、IPsec で 
LZS ソフトウェア圧縮を使用できます。

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。

• 「AIM および NM のサポート」（P.5）

ボリューム ベースの IPsec ライフタイム 
キーの再作成をディセーブルにするオプ

ション

15.0(1)M この機能により、大量のデータ処理時の IPsec セキュリ

ティ アソシエーション キーの再作成をディセーブルにで

きます。

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。

• 「クリプト マップ セットの作成」（P.22）

この機能により、crypto ipsec security association 
lifetime コマンドと set security-association lifetime コマ

ンドが変更されました。

表 4 IPsec VPN のセキュリティ設定に関する機能情報 （続き）

機能名

ソフトウェア 
リリース 機能情報
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IKEv2 プロポーザルのサポート 15.1(1)T IKEv2 プロポーザルは、IKE_SA_INIT 交換の一部として 
IKEv2 SA のネゴシエーションに使用されるトランス

フォームのセットです。IKEv2 プロポーザルは、少なくと

も 1 つの暗号化アルゴリズム、整合性アルゴリズム、およ

び Diffie-Hellman（DH）グループが設定されている場合

にのみ、完全であるとみなされます。プロポーザルが設定

されておらず、IKEv2 ポリシーに接続されていない場合、

ネゴシエーションではデフォルトのプロポーザルが使用さ

れます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「IKEv2 トランスフォーム セット」（P.8）

• 「IKEv1 および IKEv2 プロポーザルのトランスフォー

ム セットの設定」（P.17）

この機能により、次のコマンドが変更されました。crypto 
ikev2 proposal、encryption (ikev2 proposal)、group 
(ikev2 proposal)、integrity (ikev2 proposal)、show 
crypto ikev2 proposal 

IOS SW の暗号化での Suite-B のサポート 15.1(2)T Suite-B には、IKE と IPSec で使用するための暗号化アル

ゴリズムの 4 つのユーザ インターフェイス スイートのサ

ポートが追加されています。これは RFC 4869 に記述され

ています。各スイートは、暗号化アルゴリズム、デジタル

署名アルゴリズム、キー合意アルゴリズム、およびハッ

シュまたはメッセージ ダイジェスト アルゴリズムで構成

されています。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「IKEv2 トランスフォーム セット」（P.8）

• 「IKE および IPsec 暗号化アルゴリズムでの Cisco IOS 
Suite-B のサポート」（P.10）

• 「IKEv1 および IKEv2 プロポーザルのトランスフォー

ム セットの設定」（P.17）

この機能により、crypto ipsec transform-set コマンドが

変更されました。

表 4 IPsec VPN のセキュリティ設定に関する機能情報 （続き）

機能名

ソフトウェア 
リリース 機能情報
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IPsec 仮想トンネル インターフェイス

IP security（IPsec; IP セキュリティ）Virtual Tunnel Interface（VTI; 仮想トンネル インターフェイス ）
では、IPsec トンネルを終了するためのルーティング可能なインターフェイス タイプと、オーバーレイ 
ネットワークを形成するためにサイト間の保護を定義する簡単な手段が提供されます。IPsec VTI に
よって、リモート リンクを保護するための IPsec の設定が簡素化され、マルチキャストがサポートさ

れ、さらには、ネットワーク管理およびロード バランシングが簡単に実現できるようになります。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「IPsec 仮想トンネル インターフェイスの機能情報」

（P.24）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「IPsec 仮想トンネル インターフェイスの制約事項」（P.2）

• 「IPsec 仮想トンネル インターフェイスに関する情報」（P.3）

• 「IPsec 仮想トンネル インターフェイスの設定方法」（P.8）

• 「IPsec 仮想トンネル インターフェイスの設定例」（P.11）

• 「その他の参考資料」（P.22）

• 「IPsec 仮想トンネル インターフェイスの機能情報」（P.24）

http://www.cisco.com/go/cfn
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IPsec 仮想トンネル インターフェイスの制約事項

IPsec トランスフォーム セット

IPsec トランスフォーム セットを設定できるのは、トンネル モードでだけです。

IKE セキュリティ アソシエーション

Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）Security Association（SA; セキュ

リティ アソシエーション）は VTI にバインドされています。IKE SA は VTI にバインドされているの

で、同じ IKE SA をクリプト マップに対して使用することは不可能です。

IPsec SA トラフィック セレクタ

スタティック VTI では、VTI インターフェイスに接続している単一の IPsec SA だけがサポートされま

す。IPsec SA のトラフィック セレクタは常に「IP any any」です。

Dynamic VTI（DVTI; ダイナミック VTI）も、単一の IPsec SA だけがサポートされるポイント間イン

ターフェイスですが、DVTI は、発信側によって提案された IPsec セレクタを受け入れられるという点

で柔軟性があります。

IPv4 および IPv6 パケット

この機能では、IPv4 パケットまたは IPv6 パケットをカプセル化するように設定されている SVTI がサ

ポートされますが、IPv4 パケットによって IPv6 パケットを搬送すること、および IPv6 パケットに

よって IPv4 パケットを搬送することは不可能です。

プロキシ

SVTI では、「IP any any」プロキシだけがサポートされます。

DVTI では 1 つのプロキシだけがサポートされます。このプロキシは、「IP any any」かその何らかのサ

ブセットになる可能性があります。

QoS トラフィック シェーピング

シェイプド トラフィックは交換されるプロセスです。

ステートフル フェールオーバー

IPsec ステートフル フェールオーバーは、IPsec VTI ではサポートされていません。

トンネル保護

shared キーワードは不要です。IPsec IPv4 モードで tunnel mode ipsec ipv4 コマンドを使用する場合

には設定しないでください。

スタティック VTI と GRE トンネル

IPsec VTI は、GRE トンネルとは逆に、IP ユニキャストおよびマルチキャストだけに制限されていま

す。GRE トンネルには、IPsec 実装用の幅広いアプリケーションがあります。

VRF 認識 IPsec の設定

SVTI または DVTI を使用した VRF 認識 IPsec 設定では、VRF を Internet Security Association and 
Key Management Protocol（ISAKMP）プロファイル内で設定しないでください。代わりに、VRF は、

SVTI のトンネル インターフェイス上で設定する必要があります。DVTI の場合、VRF を ip vrf 
forwarding コマンドを使用して vtemplate に適用する必要があります。
2
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IPsec 仮想トンネル インターフェイスに関する情報
IPsec VTI の使用により、リモート アクセスの保護を提供する必要がある場合の設定プロセスが大幅に

簡易化され、また、Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング カプセル化）または、カ

プセル化および IPsec を使用したおよびクリプト マップ用の Layer 2 Tunneling Protocol（L2TP; レイ

ヤ 2 プロトコル トンネリング）を使用するよりも簡単な代替手段を利用できます。IPsec VTI に関連し

た大きな利点は、設定に、物理インターフェイスに対する IPsec セッションのスタティック マッピン

グが不要であることです。IPsec トンネル エンドポイントは実際（仮想）のインターフェイスに関連付

けられます。トンネル エンドポイントにはルーティング可能なインターフェイスがあるので、多くの

共通インターフェイス機能を IPsec トンネルに適用できます。

IPsec VTI によって、複数パスの場合のように、物理インターフェイス上における IP ユニキャストお

よびマルチキャストの両方の暗号化トラフィックの送受信の柔軟性が高まります。トラフィックがトン

ネル インターフェイスから、またはトンネル インターフェイスに対して転送されると、そのトラ

フィックは暗号化または復号化され、IP ルーティング テーブルで管理されます。IP ルーティングを使

用してトラフィックをトンネル インターフェイスに転送すると、ネイティブの IPsec 設定内において

クリプト マップ付き Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）を使用する複雑なプ

ロセスと比較して、IPsec VPN 設定が簡単になります。DVTI は、他の現実のインターフェイスと同様

に機能するので、トンネルがアクティブになるのと同時に、Quality of Service（QoS）、ファイア

ウォール、およびその他セキュリティ サービスを適用できます。

Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）Acceleration Module2+
（VAM2+）が仮想インターフェイスを加速しない場合、IPsec 仮想インターフェイスを通過するパケッ

トは、カプセル化用の Router Processor（RP）に直接送信されます。この方式は処理が遅くなる傾向

があるので、スケーラビリティが制限されています。ハードウェアクリプト マップでは、すべての 
IPsec VTI が VAM2+ 暗号化エンジンによって加速され、トンネルを通過するすべてのトラフィックが 
VAM2+ によって暗号化または復号化されます。

IPsec VTI に関する詳細については、次の各項を参照してください。

• 「IPsec 仮想トンネル インターフェイスを使用する利点」（P.3）

• 「スタティック仮想トンネル インターフェイス」（P.4）

• 「ダイナミック仮想トンネル インターフェイス」（P.4）

• 「ダイナミック仮想トンネル インターフェイスのライフ サイクル」（P.6）

• 「IPsec 仮想トンネル インターフェイスを使用したルーティング」（P.6）

• 「IPsec 仮想トンネル インターフェイスを使用したトラフィックの暗号化」（P.6）

IPsec 仮想トンネル インターフェイスを使用する利点

IPsec VTI によって、機能を適用できる仮想インターフェイスを設定できます。暗号化されていないテ

キスト パケットの機能は VTI 上で設定されます。暗号化されたパケットの機能は物理外部インター

フェイス上で適用されます。IPsec VTI を使用すると、NAT、ACL、および QoS などの各種機能のア

プリケーションを分離して、それらを暗号化されていないテキストまたは暗号化されたテキスト、ある

いはその両方に適用できます。クリプト マップを使用する場合、暗号化機能を IPsec トンネルに適用

するための簡単な方法はありません。

Static VTI（SVTI; スタティック VTI）と DVTI という 2 つのタイプの VTI インターフェイスが存在し

ます。
3
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スタティック仮想トンネル インターフェイス

SVTI 設定は、トンネルによって 2 つのサイト間の常にオンであるアクセスが提供される、サイト間接

続用に使用できます。SVTI を使用することの利点は、クリプト マップ設定とは逆に、ユーザが、

GRE ヘッダーに必要な追加の 24 バイトなしで、トンネル インターフェイス上のダイナミック ルー

ティング プロトコルをイネーブルにでき、その結果、暗号化データ送信用の帯域幅を削減できること

です。

さらに、複数の Cisco  IOS ソフトウェア機能を、トンネル インターフェイス上、およびトンネル イン

ターフェイスの物理出力インターフェイス上で直接設定できます。この直接設定によって、ユーザは、

暗号化前または暗号化後のパスにおける機能のアプリケーションを確実に管理できます。

図 1 に SVTI の使用方法を示します。

図 1 IPsec SVTI

IPsec VTI によって、ネイティブの IPsec トンネリングがサポートされ、物理インターフェイスのプロ

パティの大部分が示されます。

ダイナミック仮想トンネル インターフェイス

DVTI によって、リモートアクセス VPN 用接続のセキュリティ保護とスケーラビリティが向上します。

DVTI テクノロジーは、ダイナミック クリプト マップとトンネルを確立するためのダイナミック ハブ

アンドスポーク方式にとって代わるものです。

DVTI は、サーバと、リモート設定の両方に対して使用可能です。トンネルによって、各 VPN セッ

ション用に、個別のオンデマンド仮想アクセス インターフェイスが提供されます。仮想アクセス イン

ターフェイス設定は、仮想テンプレート設定からコピーされます。このコピーには、IPsec 設定と、

QoS、NetFlow、ACL といった、仮想テンプレート インターフェイス上で設定されたすべての 
Cisco IOS ソフトウェア機能が含まれています。

DVTI は、他の現実のインターフェイスと同様に機能するので、トンネルがアクティブになるのと同時

に、QoS、ファイアウォール、およびその他セキュリティ サービスを適用できます。QoS 機能を使用

して、ネットワーク上の各種アプリケーションのパフォーマンスを向上させることが可能です。

Cisco IOS ソフトウェア内で提供される各種 QoS 機能の組み合せを使用して、音声、ビデオ、または

データ アプリケーションをサポートできます。
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DVTI によって、IP アドレスを効率的に使用できるようになり、また、セキュアな接続を実現できま

す。DVTI によって、動的にダウンロード可能な、グループごとおよびユーザごとのポリシーを 
RADIUS サーバ上で設定できます。グループごとまたはユーザごとの定義を、Extended 
Authentication（Xauth; 拡張認証）User または Unity グループを使用して作成するか、証明書から取

得できます。DVTI は、標準ベースです。そのため、複数のベンダー環境における相互運用性がサポー

トされます。IPsec DVTI を使用すれば、リモート アクセス VPN 用のセキュリティ保護が強化された

接続を作成できます。また、Cisco Architecture for Voice, Video, and Integrated Data（AVVID）と組

み合せて、IP ネットワーク経由で集約された音声、ビデオ、およびデータを転送できます。DVTI に
よって、Virtual Route Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）認識 IPsec の導入が簡単に

なります。VRF は、インターフェイス上で設定されます。

DVTI には、ルータ上での 小限の設定が必要です。単一の仮想テンプレートを設定およびコピーでき

ます。

DVTI によって、IPsec セッション用のインターフェイスが作成され、ダイナミック IPsec VTI の動的

なインスタンス化および管理のための仮想テンプレート インフラストラクチャが使用されます。仮想

テンプレート インフラストラクチャは、ダイナミック仮想アクセス トンネル インターフェイスを作成

するために拡張されます。DVTI は、ハブアンドスポーク設定で使用されます。単一の DVTI で複数の

スタティック VTI をサポートできます。

（注） DVTI は、Easy VPN でだけサポートされます。つまり、DVTI エンドを、Easy VPN として設定する

必要があります。

図 2 に、DVTI 認証パスを示します。

図 2 ダイナミック IPsec VTI 

図 2 に示した認証は次のパスに従います。

1. ユーザ 1 がルータを呼び出します。

2. ルータ 1 によって ユーザ 1 が認証されます。

3. IPsec によって、仮想テンプレート インターフェイスから仮想アクセス インターフェイスがコピー

されます。
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ダイナミック仮想トンネル インターフェイスのライフ サイクル

IPsec プロファイルによって、DVTI のポリシーが定義されます。ダイナミック インターフェイスが、

IKE フェーズ 1 および IKE フェーズ 1.5 の終了時に作成されます。ピアに対する IPsec セッションが

終了すると、インターフェイスが削除されます。ピアに対する IKE と IPsec SA の両方が削除される

と、IPsec セッションが終了します。

IPsec 仮想トンネル インターフェイスを使用したルーティング

VTI はルーティング可能なインターフェイスなので、暗号化プロセスにおけるルーティングの役割は

重要です。トラフィックは、VTI の外に転送される場合にだけ暗号化され、VTI に到着するトラ

フィックは、適宜、復号化およびルーティングされます。VTI を利用すれば、実際のインターフェイ

スをトンネル エンドポイントとして使用することによって、暗号化トンネルを確立できます。イン

ターフェイスに対してルーティングしたり、QoS、ファイアウォール、ネットワーク アドレス変換、

および Netflow 統計情報などのサービスを必要に応じて他のインターフェイスに適用したりできます。

インターフェイスをモニタリングし、そのインターフェイスにルーティングできます。そのインター

フェイスは、実際のインターフェイスであり、他のすべての通常の Cisco IOS インターフェイスの利点

を備えているので、クリプト マップよりも有利です。

IPsec 仮想トンネル インターフェイスを使用したトラフィックの暗号化

IPsec VTI が設定されると、暗号化がトンネル内で実行されます。トラフィックがトンネル インター

フェイスに転送されると、そのトラフィックが暗号化されます。トラフィックの転送は、IP ルーティ

ング テーブルによって処理され、ダイナミックまたはスタティック ルーティングを使用してトラ

フィックを SVTI にルーティングできます。DVTI では、逆ルート注入が使用されるので、ルーティン

グの設定がさらに簡単になっています。IP ルーティングを使用してトラフィックを暗号化に転送する

と、ネイティブの IPsec 設定内のクリプト マップを持つ ACL を使用する必要がなくなるので、IPsec 
VPN 設定が簡単になります。さらに、IPsec 仮想トンネルを使用すれば、IPsec によってマルチキャス

ト トラフィックを暗号化できます。

図 3 に、IPsec トンネルへの IPsec パケット フローを示します。
6
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図 3 IPsec トンネルへのパケット フロー

パケットが内部インターフェイスに到着すると、転送エンジンによってパケットが VTI にスイッチン

グされ、そこで暗号化されます。暗号化されたパケットは転送エンジンに戻され、そこで外部インター

フェイスを介してスイッチングされます。

図 4 に、IPsec トンネルの外へのパケット フローを示します。

図 4 IPsec トンネルの外へのパケット フロー
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IPsec 仮想トンネル インターフェイスの設定方法
• 「スタティック IPsec 仮想トンネル インターフェイスの設定」（P.8）

• 「ダイナミック IPsec 仮想トンネル インターフェイスの設定」（P.9）

スタティック IPsec 仮想トンネル インターフェイスの設定

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto IPsec profile profile-name

4. set transform-set transform-set-name

5. interface type number

6. ip address address mask

7. tunnel mode ipsec ipv4

8. tunnel source interface

9. tunnel destination ip-address

10. tunnel protection IPsec profile profile-name [shared]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto IPsec profile profile-name 

例：
Router(config)# crypto IPsec profile PROF

2 つの IPsec ルータ間における IPsec 暗号化のために使用

される IPsec パラメータを定義します。

ステップ 4 set transform-set transform-set-name 
[transform-set-name2...transform-set-name6] 

例：
Router(config)# set transform-set tset

クリプト マップ エントリで使用可能なトランスフォーム 
セットを指定します。
8
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ダイナミック IPsec 仮想トンネル インターフェイスの設定

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto IPsec profile profile-name

4. set transform-set transform-set-name

5. interface virtual-template number

6. tunnel mode mode

7. tunnel protection IPsec profile profile-name [shared]

8. exit

9. crypto isakamp profile profile-name

10. virtual-template template-number

ステップ 5 interface type number

例：
Router(config)# interface tunnel0

トンネルが設定されるインターフェイスを指定し、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。

ステップ 6 ip address address mask

例：
Router(config-if)# ip address 10.1.1.1 
255.255.255.0

IP アドレスおよびマスクを指定します。

ステップ 7 tunnel mode ipsec ipv4

例：
Router(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4

トンネルのモードを定義します。

ステップ 8 tunnel source interface

例：
Router(config-if)# tunnel source loopback0

トンネルの送信元をループバック インターフェイスとして

指定します。

ステップ 9 tunnel destination ip-address

例：
Router(config-if)# tunnel destination 
172.16.1.1

トンネルの宛先の IP アドレスを指定します。

ステップ 10 tunnel protection IPsec profile profile-name 
[shared]

例：
Router(config-if)# tunnel protection IPsec 
profile PROF

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。

コマンドまたはアクション 目的
9
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto IPsec profile profile-name 

例：
Router(config)# crypto IPsec profile PROF

2 つの IPsec ルータ間における IPsec 暗号化のために使用

される IPsec パラメータを定義します。

ステップ 4 set transform-set transform-set-name 
[transform-set-name2...transform-set-name6] 

例：
Router(config)# set transform-set tset

クリプト マップ エントリで使用可能なトランスフォーム 
セットを指定します。

ステップ 5 interface virtual-template number 

例：
Router(config)# interface virtual-template 2

仮想テンプレート トンネル インターフェイスを定義し、

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。

ステップ 6 tunnel mode ipsec ipv4

例：
Router(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4

トンネルのモードを定義します。

ステップ 7 tunnel protection IPsec profile profile-name 
[shared]

例：
Router(config-if)# tunnel protection IPsec 
profile PROF

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。

ステップ 8 exit

例：
Router(config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 9 crypto isakamp profile profile-name

例：
Router(config)# crypto isakamp profile red

仮想テンプレート用に使用される ISAKAMP プロファイル

を定義します。

ステップ 10 virtual-template template-number

例：
Router(config)# virtual-template 1

ISAKAMP プロファイルに付加された仮想テンプレートを

指定します。
10
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IPsec 仮想トンネル インターフェイスの設定例
• 「IPsec を使用したスタティック仮想トンネル インターフェイス：例」（P.11）

• 「VRF 認識スタティック仮想トンネル インターフェイス：例」（P.14）

• 「QoS を使用したスタティック仮想トンネル インターフェイス：例」（P.14）

• 「仮想ファイアウォールを使用したスタティック仮想トンネル インターフェイス：例」（P.15）

• 「ダイナミック仮想トンネル インターフェイス Easy VPN サーバ：例」（P.16）

• 「ダイナミック仮想トンネル インターフェイス Easy VPN クライアント：例」（P.18）

• 「ダイナミック VTI を使用した VRF 認識 IPsec：例」（P.20）

• 「仮想ファイアウォールを使用したダイナミック仮想トンネル インターフェイス：例」（P.20）

• 「QoS を使用したダイナミック仮想トンネル インターフェイス：例」（P.21）

IPsec を使用したスタティック仮想トンネル インターフェイス：例

次の設定例では、ピア間の認証用に事前共有キーが使用されています。VPN トラフィックは、暗号化

のために IPsec VTI に転送されてから、物理インターフェイスに送信されます。サブネット 10 のトン

ネルでは、IPsec ポリシーに関してパケットがチェックされ、IPsec 暗号化のために Crypto Engine
（CE; 暗号エンジン）に渡されます。図 5 に、IPsec VTI の設定を示します。

図 5 IPsec を使用した VTI

C7206 ルータ設定

version 12.3

service timestamps debug datetime
service timestamps log datetime
hostname 7200-3
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
controller ISA 6/1
!
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2
crypto isakmp key Cisco12345 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto IPsec transform-set T1 esp-3des esp-sha-hmac
crypto IPsec profile P1
set transform-set T1
!

10.0.35.21 10.0.36.21

C7206-3 C1750-17 1  2

10.0.149.203 10.0.149.217

12
79

43
 

10.0.51.0
 0  0

VPN 
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interface Tunnel0
 ip address 10.0.51.203 255.255.255.0
 ip ospf mtu-ignore
 load-interval 30
 tunnel source 10.0.149.203
 tunnel destination 10.0.149.217
 tunnel mode IPsec ipv4
 tunnel protection IPsec profile P1
!
interface Ethernet3/0
 ip address 10.0.149.203 255.255.255.0
 duplex full
!
interface Ethernet3/3
 ip address 10.0.35.203 255.255.255.0
 duplex full
!
ip classless
ip route 10.0.36.0 255.255.255.0 Tunnel0
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end

C1750 ルータ設定

version 12.3

hostname c1750-17
no aaa new-model
ip subnet-zero
ip cef
crypto isakmp policy 1
encr 3des
authentication pre-share
group 2

crypto isakmp key Cisco12345 address 0.0.0.0 0.0.0.0
crypto IPsec transform-set T1 esp-3des esp-sha-hmac
crypto IPsec profile P1
set transform-set T1
!
interface Tunnel0
 ip address 10.0.51.217 255.255.255.0
 ip ospf mtu-ignore
 tunnel source 10.0.149.217
 tunnel destination 10.0.149.203
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile P1
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.0.149.217 255.255.255.0
 speed 100
 full-duplex
!
interface Ethernet1/0
 ip address 10.0.36.217 255.255.255.0
 load-interval 30
 full-duplex
!

ip classless
ip route 10.0.35.0 255.255.255.0 Tunnel0
12
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line con 0
line aux 0
line vty 0 4
end

IPsec スタティック仮想トンネル インターフェイスの結果の確認：例

ここでは、設定が正しく動作しているか確認するうえで利用可能な情報を示します。この表示では、

Tunnel 0 が「up」で、回線プロトコルが「up」になっています。回線プロトコルが「down」の場合、

セッションは非アクティブです。

C7206 ステータスの確認

Router# show interface tunnel 0

Tunnel0 is up, line protocol is up
Hardware is Tunnel
Internet address is 10.0.51.203/24
MTU 1514 bytes, BW 9 Kbit, DLY 500000 usec,
reliability 255/255, txload 103/255, rxload 110/255
Encapsulation TUNNEL, loopback not set
Keepalive not set
Tunnel source 10.0.149.203, destination 10.0.149.217
Tunnel protocol/transport IPsec/IP, key disabled, sequencing disabled
Tunnel TTL 255

Checksumming of packets disabled, fast tunneling enabled
Tunnel transmit bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel receive bandwidth 8000 (kbps)
Tunnel protection via IPsec (profile "P1")
Last input never, output never, output hang never
Last clearing of "show interface" counters never
Input queue: 1/75/0/0 (size/max/drops/flushes); Total output drops: 0
Queueing strategy: fifo
Output queue: 0/0 (size/max)
30 second input rate 13000 bits/sec, 34 packets/sec
30 second output rate 36000 bits/sec, 34 packets/sec
191320 packets input, 30129126 bytes, 0 no buffer
Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants, 0 throttles
0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort
59968 packets output, 15369696 bytes, 0 underruns
0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets
0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

Router# show crypto session

Crypto session current status
Interface: Tunnel0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.0.149.217 port 500
IKE SA: local 10.0.149.203/500 remote 10.0.149.217/500 Active
IPsec FLOW: permit ip 0.0.0.0/0.0.0.0 0.0.0.0/0.0.0.0
Active SAs: 4, origin: crypto map

Router# show ip route

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
13
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o - ODR, P - periodic downloaded static route
Gateway of last resort is not set
10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C 10.0.35.0/24 is directly connected, Ethernet3/3
S 10.0.36.0/24 is directly connected, Tunnel0
C 10.0.51.0/24 is directly connected, Tunnel0
C 10.0.149.0/24 is directly connected, Ethernet3/0

VRF 認識スタティック仮想トンネル インターフェイス：例

VRF をスタティック VTI の例に追加するには、次の例で示すように、ipvrf コマンドおよび ip vrf 
forwarding コマンドを設定に含めます。

C7206 ルータ設定

hostname c7206
.
.
ip vrf sample-vti1
 rd 1:1
 route-target export 1:1
 route-target import 1:1
!
.
.
interface Tunnel0
 ip vrf forwarding sample-vti1
 ip address 10.0.51.217 255.255.255.0
 tunnel source 10.0.149.217
 tunnel destination 10.0.149.203
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile P1
.
.
!
end

QoS を使用したスタティック仮想トンネル インターフェイス：例

トンネル インターフェイスの下に service-policy 文を指定することによって、QoS ポリシーをトンネ

ル エンドポイントに適用できます。次に、トンネル インターフェイス外のポリシング トラフィックの

例を示します。

C7206 ルータ設定

hostname c7206
.
.
class-map match-all VTI
 match any 
!
policy-map VTI
  class VTI
  police cir 2000000
    conform-action transmit 
    exceed-action drop 
!
.
.

14
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interface Tunnel0
 ip address 10.0.51.217 255.255.255.0
 tunnel source 10.0.149.217
 tunnel destination 10.0.149.203
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile P1
 service-policy output VTI
!
.
.
!
end

仮想ファイアウォールを使用したスタティック仮想トンネル インターフェ
イス：例

仮想ファイアウォールを SVTI トンネルに適用することによって、スポークからのトラフィックを、ハ

ブを通過させてインターネットに送信できます。図 6 に、企業ファイアウォールによって本質的に保

護されているスポークを使用した SVTI を示します。

図 6 仮想ファイアウォールを使用したスタティック VTI

SVTI の基本設定は、仮想ファイアウォール定義を含むように変更されています。

C7206 ルータ設定

hostname c7206
.
.
ip inspect max-incomplete high 1000000 
ip inspect max-incomplete low 800000 
ip inspect one-minute high 1000000
ip inspect one-minute low 800000 
ip inspect tcp synwait-time 60 
ip inspect tcp max-incomplete host 100000 block-time 2 
ip inspect name IOSFW1 tcp timeout 300
ip inspect name IOSFW1 udp
!
.
.
interface GigabitEthernet0/1
 description Internet Connection
 ip address 172.18.143.246 255.255.255.0

C7206

17
01

38

c1750

Web

 

10.0.149.203

10.0.149.217

10.0.51.217

10.0.51.203
15



IPsec 仮想トンネル インターフェイス

  IPsec 仮想トンネル インターフェイスの設定例
 ip access-group 100 in
 ip nat outside
!
interface Tunnel0
 ip address 10.0.51.217 255.255.255.0
 ip nat inside
 ip inspect IOSFW1 in
 tunnel source 10.0.149.217
 tunnel destination 10.0.149.203
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile P1
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.143.1
!
ip nat translation timeout 120
ip nat translation finrst-timeout 2
ip nat translation max-entries 300000
ip nat pool test1 10.2.100.1 10.2.100.50 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 110 pool test1 vrf test-vti1 overload
!
access-list 100 permit esp any any
access-list 100 permit udp any eq isakmp any
access-list 100 permit udp any eq non500-isakmp any
access-list 100 permit icmp any any
access-list 110 deny   esp any any
access-list 110 deny   udp any eq isakmp any
access-list 110 permit ip any any
access-list 110 deny   udp any eq non500-isakmp any
!
end

ダイナミック仮想トンネル インターフェイス Easy VPN サーバ：例

次に、DVTI Easy VPN サーバを使用する例を示します。このサーバは、IPsec リモート アクセス アグ

リゲータになります。クライアントを、Cisco VPN クライアントが実行されるホーム ユーザにしたり、

Easy VPN クライアントとして設定された Cisco IOS ルータにしたりできます。

C7206 ルータ設定

hostname c7206
!
aaa new-model
aaa authentication login local_list local
aaa authorization network local_list local 
aaa session-id common
!         
ip subnet-zero
ip cef
!
username cisco password 0 cisco123
!
controller ISA 1/1
!
crypto isakmp policy 1
 encr 3des
 authentication pre-share
 group 2
!
crypto isakmp client configuration group group1
 key cisco123
16
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 pool group1pool
 save-password
!
crypto isakmp profile vpn1-ra
   match identity group group1
   client authentication list local_list
   isakmp authorization list local_list
   client configuration address respond
   virtual-template 1
!
crypto ipsec transform-set VTI-TS esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto ipsec profile test-vti1
 set transform-set VTI-TS 
!
interface GigabitEthernet0/1
 description Internet Connection
 ip address 172.18.143.246 255.255.255.0
!
interface GigabitEthernet0/2
 description Internal Network
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
!
interface Virtual-Template1 type tunnel
 ip unnumbered GigabitEthernet0/1
 ip virtual-reassembly
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile test-vti1
!
ip local pool group1pool 192.168.1.1 192.168.1.4
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.143.1
!
end

ダイナミック仮想トンネル インターフェイス Easy VPN サーバの結果の確認：例

次に、DVTI が、Easy VPN サーバ用に設定されている例を示します。

Router# show running-config interface Virtual-Access2

Building configuration...

Current configuration : 250 bytes
!
interface Virtual-Access2
 ip unnumbered GigabitEthernet0/1
 ip virtual-reassembly
 tunnel source 172.18.143.246
 tunnel destination 172.18.143.208
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile test-vti1
 no tunnel protection ipsec initiate
end

Router# show ip route

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
17
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       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.2.1.10 to network 0.0.0.0

     172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.18.143.0 is directly connected, GigabitEthernet0/1
     192.168.1.0/32 is subnetted, 1 subnets
S       192.168.1.1 [1/0] via 0.0.0.0, Virtual-Access2
     10.0.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.2.1.0 is directly connected, GigabitEthernet0/2
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 172.18.143.1

ダイナミック仮想トンネル インターフェイス Easy VPN クライアント：例

次に、ルータを Easy VPN クライアントとして設定する場合の例を示します。この例では、接続する 
PC から実行できる Easy VPN クライアントと、基本的に同じ考えが使用されています。実際、Easy 
VPN サーバの設定は、ソフトウェア クライアントまたは Cisco IOS クライアント用に動作します。

hostname c1841
!
no aaa new-model
!
ip cef
!
username cisco password 0 cisco123
!
crypto ipsec client ezvpn CLIENT
 connect manual
 group group1 key cisco123
 mode client
 peer 172.18.143.246
 virtual-interface 1
 username cisco password cisco123
 xauth userid mode local
!
interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
 description Internet Connection
 ip address 172.18.143.208 255.255.255.0
 crypto ipsec client ezvpn CLIENT
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 10.1.1.252 255.255.255.0
 crypto ipsec client ezvpn CLIENT inside
!
interface Virtual-Template1 type tunnel
 ip unnumbered Loopback0
!         
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.143.1 254
!
end

クライアント定義は、さまざまな方法で設定できます。connect コマンドで、モードを自動かマニュア

ルに指定できます。接続モードをマニュアルに設定した場合。ユーザが IPsec トンネルを手動で開始す

る必要があります。

mode コマンドにも注意してください。モードは、クライアント、ネットワーク拡張、またはネット

ワーク拡張プラスにできます。この例は、クライアント モードを示しています。つまり、クライアン

トに対してサーバからのプライベート アドレスが与えられます。ネットワーク拡張モードは、クライ
18
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アントがサーバに対して、その接続プライベート サブネットを指定する点で、クライアント モードと

は異なります。モードによって、両端のルーティング テーブルが若干異なります。指定したモードに

かかわらず、IPSec トンネルの基本動作は同じです。

ダイナミック仮想トンネル インターフェイス Easy VPN クライアントの結果の確認：例

次の各例では、DVTI のステータスを表示するための各種方法を示します。

Router# show running-config interface Virtual-Access2

Building configuration...

Current configuration : 148 bytes
!
interface Virtual-Access2
 ip unnumbered Loopback1
 tunnel source FastEthernet0/0
 tunnel destination 172.18.143.246
 tunnel mode ipsec ipv4
end

Router# show running-config interface Loopback1

Building configuration...

Current configuration : 65 bytes
!
interface Loopback1
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.255
end

Router# show ip route

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 172.18.143.1 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       10.1.1.1 is directly connected, Loopback0
     172.18.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       172.18.143.0 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.1.0/32 is subnetted, 1 subnets
C       192.168.1.1 is directly connected, Loopback1
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 0.0.0.0, Virtual-Access2

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 6

Tunnel name : CLIENT
Inside interface list: FastEthernet0/1
Outside interface: Virtual-Access2 (bound to FastEthernet0/0)
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
Address: 192.168.1.1
Mask: 255.255.255.255
19
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Save Password: Allowed
Current EzVPN Peer: 172.18.143.246

ダイナミック VTI を使用した VRF 認識 IPsec：例

この例では、DVTI を利用するための VRF 認識 IPsec の設定方法を示します。

hostname c7206
.
.
ip vrf test-vti1
 rd 1:1
 route-target export 1:1
 route-target import 1:1
!
.
.
interface Virtual-Template1 type tunnel
 ip vrf forwarding test-vti1
 ip unnumbered Loopback0
 ip virtual-reassembly
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile test-vti1
!
.
.
end

仮想ファイアウォールを使用したダイナミック仮想トンネル インターフェ
イス：例

DVTI Easy VPN サーバは、仮想ファイアウォールの背後に設定できます。Behind-the-firewall 設定を

使用すれば、ユーザはネットワークに入れますが、ネットワーク ファイアウォールは不正アクセスか

ら保護されます。仮想ファイアウォールでは、Context-Based Access Control（CBAC; コンテキスト 
ベースのアクセス制御）と、インターネット インターフェイスおよび仮想テンプレートに対して適用

される NAT が使用されます。

hostname c7206
.
.
ip inspect max-incomplete high 1000000 
ip inspect max-incomplete low 800000 
ip inspect one-minute high 1000000
ip inspect one-minute low 800000 
ip inspect tcp synwait-time 60 
ip inspect tcp max-incomplete host 100000 block-time 2 
ip inspect name IOSFW1 tcp timeout 300
ip inspect name IOSFW1 udp
!
.
.
interface GigabitEthernet0/1
 description Internet Connection
 ip address 172.18.143.246 255.255.255.0
 ip access-group 100 in
 ip nat outside
!
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interface GigabitEthernet0/2
 description Internal Network
 ip address 10.2.1.1 255.255.255.0
!
interface Virtual-Template1 type tunnel
 ip unnumbered Loopback0
 ip nat inside
 ip inspect IOSFW1 in
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile test-vti1
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.18.143.1
!
ip nat translation timeout 120
ip nat translation finrst-timeout 2
ip nat translation max-entries 300000
ip nat pool test1 10.2.100.1 10.2.100.50 netmask 255.255.255.0
ip nat inside source list 110 pool test1 vrf test-vti1 overload
!
access-list 100 permit esp any any
access-list 100 permit udp any eq isakmp any
access-list 100 permit udp any eq non500-isakmp any
access-list 100 permit icmp any any
access-list 110 deny   esp any any
access-list 110 deny   udp any eq isakmp any
access-list 110 permit ip any any
access-list 110 deny   udp any eq non500-isakmp any
!
end

QoS を使用したダイナミック仮想トンネル インターフェイス：例

サービス ポリシーを仮想テンプレートに適用することによって、QoS を DVTI トンネルに追加できま

す。仮想アクセス インターフェイスを作成するためにテンプレートがコピーされると、サービス ポリ

シーがそこで適用されます。次に、QoS が追加された DVTI 基本設定をの例を示します。

hostname c7206
.
.
class-map match-all VTI
 match any 
!
policy-map VTI
  class VTI
  police cir 2000000
    conform-action transmit 
    exceed-action drop 
!
.
.
interface Virtual-Template1 type tunnel
 ip vrf forwarding test-vti1
 ip unnumbered Loopback0
 ip virtual-reassembly
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile test-vti1
 service-policy output VTI
!
.
.
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!
end

その他の参考資料

関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

IPsec、セキュリティ問題 「Configuring Security for VPNs with IPsec」

QoS、設定 『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』
（Cisco.com）

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

VPN 設定 • 「Cisco Easy VPN Remote」

• 「Easy VPN Server」

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

RFC 2401 『Security Architecture for the Internet Protocol』

RFC 2408 『Internet Security Association and Key Management Protocol』

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

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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IPsec 仮想トンネル インターフェイスの機能情報
表 1 は、この機能のリリース履歴です。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

表 1 IPsec 仮想トンネル インターフェイスの機能情報

機能名 リリース 機能設定情報

スタティック IPsec VTI 12.3(7)T
12.3(14)T
12.2(33)SRA
12.2(33)SXH

IPsec VTI（VTI）では、IPsec トンネルを終了するための

ルーティング可能なインターフェイス タイプと、オーバー

レイ ネットワークを形成するためにサイト間の保護を定義

する簡単な手段が提供されます。IPsec VTI によって、リ

モート リンクを保護するための IPsec の設定が簡素化さ

れ、マルチキャストがサポートされ、さらには、ネット

ワーク管理およびロード バランシングが簡単に実現できる

ようになります。

ダイナミック IPsec VTI 12.3(7)T
12.3(14)T

ダイナミック VTI によって、IP アドレスを効率的に使用

できるようになり、また、セキュアな接続を実現できま

す。ダイナミック VTI によって、動的にダウンロード可能

な、グループごとおよびユーザごとのポリシーを RADIUS 
サーバ上で設定できます。グループごとまたはユーザごと

の定義を、Xauth User または Unity グループを使用して作

成するか、証明書から取得できます。ダイナミック VTI 
は、標準ベースです。そのため、複数のベンダー環境にお

ける相互運用性がサポートされます。IPsec ダイナミック 
VTI を使用すれば、リモート アクセス VPN 用のセキュリ

ティ保護が強化された接続を作成できます。また、Cisco 
Architecture for Voice, Video, and Integrated Data

（AVVID）と組み合せて、IP ネットワーク経由で集約され

た音声、ビデオ、およびデータを転送できます。ダイナ

ミック VTI によって、VRF 認識 IPsec の導入が簡単になり

ます。VRF は、インターフェイス上で設定されます。

次のコマンドが導入または変更されました。crypto 
isakmp profile、interface virtual-template、show 
vtemplate、tunnel mode、virtual-template
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Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)
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SafeNet IPsec VPN Client サポート

SafeNet IPsec VPN Client サポート機能を使用すると、ローカル終端アドレスまたはインターフェイス

に対する Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）プロファイルまたは 
ISAKMP キーリングの設定範囲を制限できます。この機能の利点は、異なったローカル終端アドレス

を使用することで、同じピア ID および ISAKMP 鍵を異なったユーザが使用できることです。

SafeNet IPsec VPN Client サポート機能の履歴

プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージ

の各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。アクセスには、Cisco.com の
アカウントが必要です。アカウントを持っていないか、ユーザ名またはパスワードが不明の場合は、ロ

グイン ダイアログボックスの [Cancel] をクリックし、表示される指示に従ってください。

この章の構成
• 「SafeNet IPsec VPN Client サポートの前提条件」（P.2）

• 「SafeNet IPsec VPN Client サポートの制約事項」（P.2）

• 「SafeNet IPsec VPN Client サポートに関する情報」（P.2）

• 「SafeNet IPsec VPN Client サポートの設定方法」（P.3）

• 「SafeNet IPsec VPN Client サポートの設定例」（P.7）

• 「その他の参考資料」（P.9）

• 「コマンド リファレンス」（P.10）

リリース 変更点

12.3(14)T この機能が追加されました。

12.2(18)SXE この機能は、Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合されました。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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SafeNet IPsec VPN Client サポートの前提条件
• ISAKMP プロファイルおよび ISAKMP キーリングの設定方法を理解する必要があります。

SafeNet IPsec VPN Client サポートの制約事項
• ローカル アドレス オプションが機能するのは、インターフェイスのプライマリ アドレスに対して

だけです。

• IP アドレスを設定したら、管理者は、設定した IP アドレスへのピア終端の接続を確認する必要が

あります。

• デバイスに IP アドレスが設定されていないか、インターフェイスに IP アドレスが設定されていな

い場合、ISAKMP プロファイルまたは ISAKMP キーリングが完全に無効になります。

SafeNet IPsec VPN Client サポートに関する情報
SafeNet IPsec VPN Client サポートを設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「ISAKMP プロファイルおよび ISAKMP キーリングの設定：背景」（P.2）

• 「ローカル終端アドレスまたはインターフェイス」（P.3）

ISAKMP プロファイルおよび ISAKMP キーリングの設定：背景

Cisco IOS Release 12.3(14)T 以前は ISAKMP プロファイルおよび ISAKMP キーリングの設定はグ

ローバルだけでした。グローバルであるということは、これらの設定の範囲は、ローカルに定義されて

いるどのようなパラメータでも制限できないということです（VRF インスタンスを除く）。たとえば、

ISAKMP キーリングにアドレス 10.11.12.13 の事前共有鍵が含まれている場合、ピアの接続先のイン

ターフェイスまたはローカル アドレスに関係なく、ピアのアドレスが 10.11.12.13 の場合は同じ鍵が使

われていました。しかし、同じキーリングを Virtual Route Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよ

び転送）インスタンスとバインドするだけでなく、特定のインターフェイスにもバインドする必要があ

る場合があります。たとえば、VRF インスタンスがなければ仮想 LAN になり、固定の仮想 LAN
（VLAN）インターフェイスを 1 つ使い、Internet Key Exchange（IKE; インターネット鍵交換）がピア

のグループとネゴシエーションされます。このようなピアのグループは、単一の事前共有鍵を使用しま

す。このため、キーリングをインターフェイスにバインドできれば、ワイルドカード鍵の定義が簡単に

なり、鍵が他のユーザに使用される心配もなくなります。

ピアの ID を管理者が管理できない場合がありますが、異なったユーザで同じピアがネゴシエーション

する場合であっても、ローカル終端アドレスが、ピアを区別する唯一の方法になります。ピアの区別後

にトラフィックが別の VRF インスタンスに送信される場合、ISAKMP プロファイルの設定が、ピアを

区別する唯一の方法になります。残念ながら、すべてのこのような状況では、まったく同じ ID をピア

が使用する場合、ISAKMP プロファイルではネゴシエーションでピアを区別できません。そのような

場合は、ISAKMP プロファイルをローカル終端アドレスにバインドすればピアを区別できます。ロー

カル終端アドレスを割り当てられる場合は、ピアの ID がまったく同じであっても問題ありません。
2
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ローカル終端アドレスまたはインターフェイス

Cisco IOS Release 12.3(14)T に導入された SafeNet IPsec VPN Client サポート機能を使用すると、ロー

カル終端アドレスまたはインターフェイスに対する ISAKMP プロファイルおよび ISAKMP キーリン

グの範囲を制限できます。

SafeNet IPsec VPN Client サポートの利点

この機能の利点は、異なったローカル終端アドレスを使用することで、同じピア ID および ISAKMP 
鍵を異なったユーザが使用できることです。

SafeNet IPsec VPN Client サポートの設定方法
ここでは、次の各手順について説明します。 初の 2 つの設定はどちらを先に実行してもかまいません。

• 「ローカル終端アドレスまたはインターフェイスへの ISAKMP プロファイルの制限」（P.3）（必須）

• 「ローカル終端アドレスまたはインターフェイスへのキーリングの制限」（P.4）（必須）

• 「SafeNet IPsec VPN Client サポートのモニタおよびメンテナンス」（P.5）（任意）

• 「例」（P.6）（任意）

ローカル終端アドレスまたはインターフェイスへの ISAKMP プロファイル
の制限

ISAKMP プロファイルを設定し、ローカル終端アドレスまたはインターフェイスに制限するには、次

の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp profile profile-name

4. keyring keyring-name

5. match identity address address

6. local-address {interface-name | ip-address [vrf-tag]}
3
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手順の詳細

ローカル終端アドレスまたはインターフェイスへのキーリングの制限

ISAKMP キーリングを設定し、ローカル終端アドレスまたはインターフェイスに範囲を制限するには、

次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto keyring keyring-name

4. local-address {interface-name | ip-address [vrf-tag]}

5. pre-shared-key address address

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp profile profile-name

例：

Router (config)# crypto isakmp profile profile1

ISAKMP プロファイルを定義し、ISAKMP プロファイル 
コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 keyring keyring-name

例：

Router (conf-isa-profile)# keyring keyring1

（任意）ISAKMP プロファイルでキーリングを設定します。

• ローカル終端の動作には ISAKMP プロファイル内に

キーリングは必要ありません。ローカル終端は RSA
（Rivest、Shamir、Adelman）証明書を使用する場合

でも動作します。

ステップ 5 match identity address address

例：

Router (conf-isa-profile)# match identity 
address 10.0.0.0 255.0.0.0

ISAKMP プロファイルのピアの ID を一致させます。

ステップ 6 local-address {interface-name | ip-address 
[vrf-tag]}

例：

Router (conf-isa-profile)# local-address 
serial2/0

ISAKMP プロファイルまたは ISAKMP キーリングの設定

範囲を、ローカル終端アドレスまたはインターフェイスに

制限します。
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手順の詳細

SafeNet IPsec VPN Client サポートのモニタおよびメンテナンス

次の debug コマンドおよび show コマンドを使用すれば、ISAKMP プロファイルまたは ISAKMP キー

リングの範囲をローカル終端アドレスまたはインターフェイスに制限した設定をモニタおよびメンテナ

ンスできます。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto isakmp

3. show crypto isakmp profile

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto keyring keyring-name

例：

Router (config)# crypto keyring keyring1

IKE 認証中に使用するクリプト キーリングを定義し、キー

リング コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 local-address {interface-name | ip-address 
[vrf-tag]}

例：

Router (conf-keyring)# local-address serial2/0

ISAKMP プロファイルまたは ISAKMP キーリングの設定

範囲を、ローカル終端アドレスまたはインターフェイスに

制限します。

ステップ 5 pre-shared-key address address

例：

Router (conf-keyring)# pre-shared-key address 
10.0.0.1

IKE 認証に使用する事前共有鍵を定義します。
5
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手順の詳細

例

ローカル終端アドレスにバインドされている ISAKMP キーリングに対して実行した debug crypto isakmp コマンドの

出力：例

ISAKMP の設定は次のとおりです（serial2/0 のアドレス：10.0.0.1、serial2/1 のアドレス：10.0.0.2）。

crypto keyring keyring1
! Scope of the keyring is limited to interface serial2/0.

local-address serial2/0
! The following is the key string used by the peer.
pre-shared-key address 10.0.0.3 key somerandomkeystring

crypto keyring keyring2
local-address serial2/1
! The following is the keystring used by the peer coming into serial2/1.

   pre-shared-key address 10.0.0.3 key someotherkeystring

接続が serial2/0 に入ってきて、事前共有鍵の発信元として keyring1 が選択されると（keyring2 は 
serial2/1 にバインドされているため無視される）、出力は次のようになります。

Router# debug crypto isakmp

*Feb 11 15:01:29.595: ISAKMP:(0:0:N/A:0):Keyring keyring2 is bound to
10.0.0.0, skipping

*Feb 11 15:01:29.595: ISAKMP:(0:0:N/A:0):Looking for a matching key for
10.0.0.3 in keyring1

*Feb 11 15:01:29.595: ISAKMP:(0:0:N/A:0): : success
*Feb 11 15:01:29.595: ISAKMP:(0:0:N/A:0):found peer pre-shared key

matching 10.0.0.3
*Feb 11 15:01:29.595: ISAKMP:(0:0:N/A:0): local preshared key found

ローカル終端アドレスにバインドされている ISAKMP プロファイルに対して実行した debug crypto isakmp コマンドの

出力：例

設定は次のとおりです。

crypto isakmp profile profile1
keyring keyring1
match identity address 10.0.0.0 255.0.0.0
local-address serial2/0

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto isakmp

例：

Router# debug crypto isakmp

IKE イベントに関するメッセージを表示します。

ステップ 3 show crypto isakmp profile

例：

Router# show crypto isakmp profile

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。
6
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crypto isakmp profile profile2
keyring keyring1
keyring keyring2
self-identity fqdn
match identity address 10.0.0.1 255.255.255.255
local-address serial2/1

この設定でローカル終端アドレス serial2/0 を通って接続が入ってくると、出力は次のようになります。

Router# debug crypto isakmp

*Feb 11 15:01:29.935: ISAKMP:(0:0:N/A:0):

Profile profile2 bound to 10.0.0.0 skipped

*Feb 11 15:01:29.935: ISAKMP:(0:1:SW:1):: peer matches profile1 profile

show crypto isakmp profile コマンドの出力：例

次に、show コマンドの一般的な出力で、serial2/0 にバインドされている ISAKMP プロファイルに対

して実行した例を示します。

Router# show crypto isakmp profile

ISAKMP PROFILE profile1
Identities matched are:

ip-address 10.0.0.0 255.0.0.0
Certificate maps matched are:
keyring(s): keyring1
trustpoint(s): <all>
Interface binding: serial2/0 (10.20.0.1:global)

SafeNet IPsec VPN Client サポートのトラブルシューティング

ISAKMP プロファイルまたは ISAKMP キーリングを選択できなかった場合は、ISAKMP プロファイ

ルまたは ISAKMP キーリングの設定でバインドされているローカル アドレスをダブルクリックし、

IKE デバッグの出力に従い、そのアドレスでピアが正しく終端されているかを確認します。ローカル 
アドレスのバインドを解除し（プロファイルまたはキーリングの範囲をグローバルにするため）、プロ

ファイルまたはキーリングの選択をチェックして状況を確認します。

SafeNet IPsec VPN Client サポートの設定例
ここでは、次の設定、debug コマンド、show コマンドそれぞれの例を示します。

• 「ローカル インターフェイスにバインドされている ISAKMP プロファイル：例」（P.8）

• 「ローカル インターフェイスにバインドされている ISAKMP キーリング：例」（P.8）

• 「ローカル IP アドレスにバインドされている ISAKMP キーリング：例」（P.8）

• 「IP アドレスにバインドされ、VRF に限定されている ISAKMP キーリング：例」（P.8）
7
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ローカル インターフェイスにバインドされている ISAKMP プロファイル：
例

次に、ローカル インターフェイスにバインドされている ISAKMP プロファイルの例を示します。

crypto isakmp profile profile1
keyring keyring1
match identity address 10.0.0.0 255.0.0.0

local-address serial2/0

ローカル インターフェイスにバインドされている ISAKMP キーリング：例

次に、インターフェイス serial2/0 だけにバインドされている ISAKMP キーリングの例を示します。

crypto keyring
local-address serial2/0 

pre-shared-key address 10.0.0.1

ローカル IP アドレスにバインドされている ISAKMP キーリング：例

次に、IP アドレス 10.0.0.2 だけにバインドされている ISAKMP キーリングの例を示します。

crypto keyring keyring1
local-address 10.0.0.2

pre-shared-key address 10.0.0.2 key

IP アドレスにバインドされ、VRF に限定されている ISAKMP キーリング：
例

次に、ISAKMP キーリングが IP アドレス 10.34.35.36 にバインドされており、範囲を VRF 
examplevrf1 に限定している場合の例を示します。

ip vrf examplevrf1
rd 12:3456

crypto keyring ring1
local-address 10.34.35.36 examplevrf1

interface ethernet2/0
ip vrf forwarding examplevrf1
ip address 10.34.35.36 255.255.0.0
8
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その他の参考資料
ここでは、SafeNet IPsec VPN Client サポート関連の参考資料を示します。

関連資料と標準

MIB

RFC

内容 参照先

ISAKMP プロファイルおよび ISAKMP キーリングの

設定

「VRF-Aware IPSec」

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

規格 タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格や変更さ

れた規格はありません。

—

MIB MIB リンク

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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC や変更

された RFC はありません。

—
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シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• local-address

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を参

照してください。

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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暗号条件付きデバッグ サポート

暗号条件付きデバッグ サポート機能では、3 つの新規のコマンドライン インターフェイス（CLI）が導

入され、これらのインターフェイスにより、ユーザは、ピア IP アドレス、暗号エンジンの接続 ID、お

よび Security Parameter Index（SPI; セキュリティ パラメータ インデックス）などの事前に定義した暗

号条件に基づいて IP セキュリティ（IPSec）トンネルをデバッグできます。特定の IPSec 処理に限定し

てデバッグ メッセージを表示し、デバッグ出力の量を減らすことにより、多数のトンネルを使用する

ルータを効率的にトラブルシューティングできます。

暗号条件付きデバッグ サポートの機能履歴

プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージ

の各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。アクセスには、Cisco.com の
アカウントが必要です。アカウントを持っていないか、ユーザ名またはパスワードが不明の場合は、ロ

グイン ダイアログボックスの [Cancel] をクリックし、表示される指示に従ってください。

この章の構成
• 「暗号条件付きデバッグ サポートの前提条件」（P.2）

• 「暗号条件付きデバッグ サポートの制約事項」（P.2）

• 「暗号条件付きデバッグ サポートに関する情報」（P.2）

• 「暗号条件付きデバッグサポートのイネーブル化」（P.4）

• 「暗号条件付きデバッグ CLI の設定例」（P.6）

• 「その他の参考資料」（P.7）

• 「コマンド リファレンス」（P.9）

機能の履歴

リリース 変更点

12.3(2)T この機能が追加されました。
© 2003, 2009 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2003–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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暗号条件付きデバッグ サポートの前提条件
新しい暗号 CLI を使用するには、k8 または k9 サブシステムなどの暗号イメージを使用する必要があ

ります。

暗号条件付きデバッグ サポートの制約事項
• この機能は、ハードウェア暗号エンジン用のデバッグ メッセージ フィルタ機能をサポートしません。

• 条件付きデバッグは、特定のピアまたは機能に関連する Internet Key Exchange（IKE; インター

ネット キー エクスチェンジ）および IPSec の問題をトラブルシューティングする際に役立ちます

が、デバッグ条件が多すぎると、そのデバッグ条件を定義およびチェックできない場合がありま

す。

• デバッグ条件値を保管するために空き領域が余分に必要となるため、CPU の処理オーバーヘッド

が増加し、メモリ使用量も増加します。したがって、大量のトラフィックを処理するルータで暗号

条件付きデバッグをイネーブルにする場合は、注意が必要です。

暗号条件付きデバッグ サポートに関する情報
conditional crypto debug コマンドをイネーブルにするには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「サポートされる条件タイプ」（P.2）

サポートされる条件タイプ 
新しい暗号条件付きデバッグ CLI（debug crypto condition、debug crypto condition unmatched、
show crypto debug-condition）では、条件（フィルタ値）を指定し、指定した条件に関連するデバッ

グ メッセージだけを生成および表示できます。表 1 に、サポートされる条件タイプを示します。

表 1 暗号デバッグ CLI でサポートされる条件タイプ

条件タイプ（キーワード） 説明

connid1 1 ～ 32766 の整数。現在の IPSec 処理で、この値

が暗号エンジンのあるインターフェイスへの接続 
ID として使用されている場合、関連するデバッ

グ メッセージが表示されます。

flowid1 1 ～ 32766 の整数。現在の IPSec 処理で、この値

が暗号エンジンのあるインターフェイスへのフ

ロー ID として使用されている場合、関連するデ

バッグ メッセージが表示されます。

FVRF Virtual Private Network（VPN; バーチャル プラ

イベート ネットワーク）Routing and Forwarding
（VRF; VPN ルーティングおよび転送）インスタ

ンスの名前を表す文字列。この VRF インスタン

スが、現在の IPSec 処理で、前面扉 VRF
（FVRF）として使用されている場合、関連する

デバッグ メッセージが表示されます。
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IVRF VRF インスタンスの名前を表す文字列。この 
VRF インスタンスが、現在の IPSec 処理で、内

部 VRF（IVRF）として使用されている場合、関

連するデバッグ メッセージが表示されます。

peer group Unity グループ名を表す文字列。このグループ名を

ピアがアイデンティティとして使用している場合、

関連するデバッグ メッセージが表示されます。

peer hostname Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾

ドメイン名）を表す文字列。この文字列をピアが

アイデンティティとして使用している場合、関連

するデバッグ メッセージが示されます（たとえ

ば、ピアがこの FQDN 文字列を使用して IKE 
Xauth をイネーブルにする場合）。

peer ipaddress 単一の IP アドレス。現在の IPSec 処理がこのピ

アの IP アドレスに関連する場合は、関連するデ

バッグ メッセージが表示されます。

peer subnet ピアの IP アドレスの範囲を指定するサブネット

およびサブネットマスク。現在の IPSec ピアの 
IP アドレスが、指定したサブネット範囲に属す

る場合、関連するデバッグ メッセージが表示さ

れます。

peer username ユーザ名を表す文字列。このユーザ名をピアがア

イデンティティとして使用している場合、関連す

るデバッグ メッセージが示されます（たとえば、

ピアがこのユーザ名を使用して IKE 拡張認証

（Xauth）をイネーブルにする場合）。

SPI1 32 ビットの符号なし整数。現在の IPSec 処理が

この値を SPI として使用する場合、関連するデ

バッグ メッセージが表示されます。

1. IPSec connid、flowid、または SPI をデバッグ条件として使用する場合、関連する IPSec フローのデバッグ メッ
セージが生成されます。1 つの IPSec フローには、connid、flowid および SPI が 2 つずつあり、1 つは着信側、
もう 1 つは発信側にあります。各 2 つの connid、flowid、および SPI は、IPSec フローのデバッグ メッセージを
トリガーするデバッグ条件として使用できます。

表 1 暗号デバッグ CLI でサポートされる条件タイプ （続き）

条件タイプ（キーワード） 説明
3
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暗号条件付きデバッグサポートのイネーブル化
ここでは、次の各手順について説明します。

• 「暗号条件付きデバッグ メッセージのイネーブル化」（P.4）

• 「暗号エラー デバッグ メッセージのイネーブル化」（P.6）

暗号条件付きデバッグ メッセージのイネーブル化

暗号条件付きデバッグ フィルタリングをイネーブルにするには、次の作業を実行する必要があります。

パフォーマンス上の考慮事項

• 暗号条件付きデバッギングをイネーブルにする前に、使用するデバッグ条件タイプ（デバッグ 
フィルタとしても知られる）および値を決める必要があります。デバッグ メッセージの量は、定

義する条件数によって異なります。

（注） 多数のデバッグ条件を指定すると、CPU サイクルが消費され、ルータのパフォーマンスに悪影

響を及ぼすことがあります。

• ルータによって条件付きデバッグが実行されるのは、 低 1 つのグローバル暗号 debug コマンド

（debug crypto isakmp、debug crypto ipsec、および debug crypto engine）がイネーブルに設定

されている場合に限られます。この要件により、条件付きデバッグを使用していないときは、ルー

タのパフォーマンスに影響が出ないようになっています。

暗号条件付きデバッグのディセーブル化

暗号条件付きデバッグをディセーブルにするには、発行済みのグローバルな暗号デバッグ CLI を事前

にディセーブルにする必要があります。その後で、条件付きデバッグをディセーブルにできます。

（注） reset キーワードを使用すると、設定されたすべての条件を同時にディセーブルにできます。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto condition [connid integer engine-id integer] [flowid integer engine-id integer] [fvrf 
string] [ivrf string] [peer [group string] [hostname string] [ipv4 ipaddress] [subnet subnet mask] 
[username string]] [spi integer] [reset]

3. show crypto debug-condition {[peer] [connid] [spi] [fvrf] [ivrf] [unmatched]}

4. debug crypto isakmp

5. debug crypto ipsec

6. debug crypto engine

7. debug crypto condition unmatched [isakmp | ipsec | engine]（任意）
4
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  暗号条件付きデバッグサポートのイネーブル化
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto condition [connid integer 
engine-id integer] [flowid integer 
engine-id integer] [fvrf string] [ivrf string] 
[peer [group string] [hostname string] [ipv4 
ipaddress] [subnet subnet mask] [username 
string]] [spi integer] [reset]

例：

Router# debug crypto condition connid 2000 
engine-id 1

条件付きデバッグ フィルタを定義します。

ステップ 3 show crypto debug-condition {[peer] [connid] 
[spi] [fvrf] [ivrf] [unmatched]}

例：

Router# show crypto debug-condition spi

ルータ上ですでにイネーブルに設定されている暗号デバッ

グ条件を表示します。

ステップ 4 debug crypto isakmp

例：

Router# debug crypto isakmp

グローバル IKE デバッグをイネーブルにします。

ステップ 5 debug crypto ipsec

例：

Router# debug crypto ipsec

グローバル IPSec デバッグをイネーブルにします。

ステップ 6 debug crypto engine

例：

Router# debug crypto engine

グローバル暗号エンジン デバッグをイネーブルにします。

ステップ 7 debug crypto condition unmatched [isakmp | 
ipsec | engine] 

例：

Router# debug crypto condition unmatched ipsec

（任意）デバッグ条件をチェックするためのコンテキスト

情報がない場合、デバッグ条件付き暗号メッセージを表示

します。

オプションのキーワードを指定しない場合は、暗号関連の

すべての情報が表示されます。
5
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  暗号条件付きデバッグ CLI の設定例
暗号エラー デバッグ メッセージのイネーブル化

暗号エラー デバッグ フィルタリングをイネーブルにするには、次の作業を実行する必要があります。

デバッグ暗号エラー CLI

debug crypto error コマンドをイネーブルにすると、エラーに関連するデバッグ メッセージだけが表示

されます。これにより、IKE ネゴシエーションなどの暗号処理が失敗した理由を簡単に判別できます。

（注） このコマンドをイネーブルにする場合は、グローバル暗号 debug コマンドがイネーブルに設定されて

いないことを確認してください。設定されていると、グローバル コマンドによってエラー関連のデ

バッグ メッセージが上書きされます。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto {isakmp | ipsec | engine} error

手順の詳細

暗号条件付きデバッグ CLI の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「暗号条件付きデバッグのイネーブル化：例」（P.6）

• 「暗号条件付きデバッグのディセーブル化：例」（P.7）

暗号条件付きデバッグのイネーブル化：例

次の例では、ピアの IP アドレスが 10.1.1.1、10.1.1.2、または 10.1.1.3 で、暗号エンジン 0 の接続 ID 
に 2000 が使用されている場合のデバッグ メッセージの表示例を示します。また、この例では、グロー

バル デバッグ暗号 CLI をイネーブルする方法と、show crypto debug-condition コマンドをイネーブ

ルにして条件付きの設定を確認する方法も示します。

Router# debug crypto condition connid 2000 engine-id 1
Router# debug crypto condition peer ipv4 10.1.1.1
Router# debug crypto condition peer ipv4 10.1.1.2

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto {isakmp | ipsec | engine} error

例：

Router# debug crypto ipsec error

暗号エリアに関するエラー デバッグ メッセージだけをイ

ネーブルにします。
6
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  その他の参考資料
Router# debug crypto condition peer ipv4 10.1.1.3
Router# debug crypto condition unmatched 
! Verify crypto conditional settings.
Router# show crypto debug-condition

Crypto conditional debug currently is turned ON
IKE debug context unmatched flag:ON
IPsec debug context unmatched flag:ON
Crypto Engine debug context unmatched flag:ON

IKE peer IP address filters:
10.1.1.1 10.1.1.2  10.1.1.3

Connection-id filters:[connid:engine_id]2000:1,
! Enable global crypto CLIs to start conditional debugging.
Router# debug crypto isakmp
Router# debug crypto ipsec
Router# debug crypto engine

暗号条件付きデバッグのディセーブル化：例

次の例では、すべての暗号条件付き設定をディセーブルにし、またこれらの設定がディセーブルになっ

たことを確認する方法を示します。

Router# debug crypto condition reset
! Verify that all crypto conditional settings have been disabled.
Router# show crypto debug-condition

Crypto conditional debug currently is turned OFF
IKE debug context unmatched flag:OFF
IPsec debug context unmatched flag:OFF
Crypto Engine debug context unmatched flag:OFF

その他の参考資料
ここでは、暗号条件付きデバッグ サポート機能に関する関連資料について説明します。

関連資料

規格

内容 参照先

IPSec および IKE 設定作業 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Internet Key Exchange for IPsec VPNs」

IPSec および IKE コマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』 

規格 タイトル

なし —
7
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  その他の参考資料
MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

なし —

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• debug crypto condition

• debug crypto condition unmatched

• debug crypto error

• show crypto debug-condition

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2003–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2003–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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VPN Acceleration Module（VAM）

機能の履歴

この章では、VPN Acceleration Module（VAM）機能について説明します。次の項で構成されています。

• 「機能の概要」（P.2）

• 「サポートされているプラットフォーム」（P.5）

• 「サポートされている規格、MIB、および RFC」（P.6）

• 「前提条件」（P.6）

• 「設定作業」（P.6）

• 「VPN Acceleration Module のモニタおよびメンテナンス」（P.13）

• 「設定例」（P.13）

• 「コマンド リファレンス」（P.14）

• 「用語集」（P.14）

リリース 変更点

12.1(9)E この機能が NPE-225、NPE-400、および NSE-1 の Cisco 7200 シリーズ ルータ

に導入されました。

12.1(14)E この機能は Cisco IOS Release 12.1(14)E に統合され、NPE-G1 を使用する Cisco 
7200 シリーズの

デュアル VAM1 のサポートが追加されました。

12.2(9)YE この機能のサポートが Cisco 7401ASR ルータが追加されました。2

12.2(13)T この機能は、Cisco IOS Release 12.2(13)T に統合されました。

12.2(15)T この機能は、Cisco IOS Release 12.2(15)T に統合されました。

12.3(1) 本体 この機能は、Cisco IOS Release 12.3(1) 本体に統合されました。

12.2(14)SU この機能は、Cisco IOS Release 12.2(14)SU に統合されました。

1. デュアル VAM をサポートしているのは、Cisco IOS Release 12.2(15)T、12.1(14)E、および 12.3 本体の NPE-G1 
を使用する Cisco 7200 シリーズ ルータだけです。

2. Cisco 7401ASR ルータは販売終了となっています。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.



VPN Acceleration Module（VAM）

  機能の概要
機能の概要
VPN Acceleration Module（VAM）は、シングル幅アクセラレーション モジュールです。Virtual 
Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）は、VPN リモート アクセス、サイト

間イントラネットおよびエクストラネット アプリケーションに適した高性能のハードウェア支援トン

ネリングおよび暗号化サービスを提供します。また VAM は、セキュリティ、Quality of Service
（QoS）、ファイアウォール、および侵入検知、サービスレベル検証や管理など、VPN 展開の成功に必

要なすべてのサービスと連動しながら、プラットフォームのスケーラビリティとセキュリティも提供し

ます。VAM は、IPsec 処理にかかる負荷をメイン プロセッサから除去して、プロセッサ エンジンのリ

ソースを他のタスクに解放します。

VAM は、次の複数暗号化機能にハードウェア アクセラレーション サポートを提供します。

• 56 ビット Data Encryption Standard（DES; データ暗号規格）標準モード：Cipher Block Chaining
（CBC; 暗号ブロック連鎖）

• 3 キー トリプル DES（168 ビット）

• Secure Hash Algorithm（SHA）-1 および Message Digest 5（MD5; メッセージ ダイジェスト 5）

• Rivest、Shamir、Adelman（RSA）公開鍵アルゴリズム 

• Diffie-Hellman 鍵交換 RC4 - 40 

利点

VAM には次の利点があります。

• 毎秒 10 個のトンネル

• NPE の対応するメモリに基づいた次に示すトンネルの数

– 64 MB の場合 800 個のトンネル 

– 128 MB の場合 1600 個のトンネル

– 256 MB の場合 3200 個のトンネル

– 512 MB の場合 5000 個のトンネル

• RSA 暗号化

• 暗号化のパフォーマンスの加速化

• Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）の加速化

• デジタル証明書を使用した自動認証のための証明書サポート

• デュアル VAM サポート

（注） デュアル VAM をサポートしているのは、Cisco IOS Release 12.2(15)T、12.1(14)E、および 
12.3 本体の NPE-G1 を使用する Cisco 7200 シリーズ ルータです。

• ルータ内にインストールされたあらゆるポート アダプタに対する暗号化サービス。ポート アダプ

タ上のインターフェイスは、IPSec をサポートするクリプト マップを使用して設定する必要があり

ます。

• 300 バイトのパッケージに対する各種暗号化および圧縮スキームによる 100 Mbps 超の全二重方式

データ転送

• ハードウェアベースの IPPCP LZS 圧縮
2
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  機能の概要
• 帯域利用率を下げるネットワーク トラフィック圧縮

• Online Insertion and Removal（OIR; 活性挿抜）

• QoS、マルチプロトコル、およびマルチキャスト機能の相互運用

• IPSec VPN 上での Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）、Open Shortest Path 
First（OSPF）、および Border Gateway Protocol（BGP; ボーダ ゲートウェイ プロトコル）など、

フル レイヤ 3 ルーティングのサポート

• トリプル DES を使用した 大 145 Mbps のスループット

• VPN 初期化の改善

シングル VAM のパフォーマンス結果

次の 2 つの表に、NPE-G1 プロセッサ、オンボード GE、スロット 3 および 4 内の FE ポート アダプタ

が搭載された Cisco 7206VXR におけるシングル VAM のパフォーマンス結果を示します。

clear_packet _size crypto_packet_size out_packet_size

64 96 114

300 336 354

1400 1432 1450

混合パケット サイズ：344 378 396

pkt_size 
（バイト）

トンネル数 measured_pps
（pps）

meas_clear_ndr
（Mbps）

meas_crypto_ndr
（Mbps）

meas_out_ndr
（Mbps）

64 4 65,224 33.39 50.09 59.48

500 41,888 21.44 32.17 38.20

1,000 40,480 20.73 31.09 36.92

5,000 39,408 20.18 30.27 35.94

300 4 38,032 91.28 102.23 107.71

500 37,184 89.24 99.95 105.31

1,000 36,064 86.55 96.94 102.13

5,000 36,016 86.44 96.81 101.99

1400 4 9,984 111.82 114.38 115.81

500 9,848 110.29 112.82 114.24

1,000 9,648 108.06 110.53 111.92

5,000 9,616 107.70 110.16 111.55

混合パケット サイ

ズ

4 31,472 86.61 95.17 99.70

500 31,056 85.47 93.91 98.39

1,000 30,128 82.91 91.11 95.45

5,000 29,264 80.53 88.49 92.71
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デュアル VAM のパフォーマンス結果

次の 2 つの表に、NPE-G1 プロセッサ、オンボード GE、スロット 3 および 4 内の FE ポート アダプタ

が搭載された Cisco 7206VXR におけるデュアル VAM のパフォーマンス結果を示します。

関連機能およびテクノロジー

次の機能およびテクノジーが VAM と関連しています。

• IKE

• IP Security（IPSec; IP セキュリティ）

関連資料

次のマニュアルで VAM ハードウェアの説明をしています。

• 『VPN Acceleration Module Installation and Configuration』

clear_packet _size crypto_packet_size out_packet_size

64 96 114

300 336 354

1400 1432 1450

混合パケット サイズ：344 378 396

pkt_size 
（バイト）

トンネル数 measured_pps
（pps）

meas_clear_ndr
（Mbps）

meas_crypto_ndr
（Mbps）

meas_out_ndr
（Mbps）

64 4 135,544 69.40 104.10 123.61

500 61,520 31.50 47.25 56.11

1,000 56,928 29.15 43.72 51.92

5,000 43,744 22.40 33.60 39.89

300 4 71,336 171.21 191.75 202.02

500 60,416 145.00 162.40 171.10

1,000 56,016 134.44 150.57 158.64

5,000 42,496 101.99 114.23 120.35

1400 4 18,736 209.84 214.64 217.34

500 18,424 206.35 211.07 213.72

1000 18,352 205.54 210.24 212.88

5,000 18,352 205.54 210.24 212.88

混合パケット サイ

ズ

4 60,416 166.26 182.70 191.40

500 57,888 159.31 175.05 183.40

1,000 55,488 152.70 167.80 175.79

5,000 34,272 94.32 103.64 108.57
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サポートされているプラットフォーム
次のプラットフォームで VAM 機能がサポートされています。

• NPE-225、NPE-400、NSE-1、および NPE-G1 搭載 Cisco 7200 シリーズ ルータ

• デュアル VAM をサポートしているのは、Cisco IOS Release 12.2(15)T、12.1(14)E、および 12.3 
M の NPE-G1 を使用する Cisco 7200 シリーズ ルータです。

• Cisco 7401ASR ルータ

Cisco Feature Navigator を使用したプラットフォーム サポートの特定

Cisco IOS ソフトウェアは、特定のプラットフォームがサポートされている機能セットにパッケージン

グされています。この機能のプラットフォーム サポートに関連した更新情報を取得するには、Cisco 
Feature Navigator にアクセスします。新しいプラットフォーム サポートが機能に追加されると、Cisco 
Feature Navigator によって、サポートされているプラットフォームのリストが自動的に更新されます。

Cisco Feature Navigator は Web ベースのツールであり、特定の機能セットがサポートされている 
Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および、特定の Cisco IOS イメージ内でサポートされている機能を

特定できます。機能またはリリースごとに検索できます。リリース セクションでは、各リリースを横

に並べて比較し、各ソフトウェア リリースに固有の機能と共通機能の両方を表示できます。

Cisco Feature Navigator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を

忘れたり、紛失したりした場合は、空の E メールを cco-locksmith@cisco.com に送信してください。

自動チェックによって、E メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうかが確認されます。

チェックが正常に終了したら、ランダムな新しいパスワードとともにアカウントの詳細が E メールで

届きます。資格のあるユーザは、http://www.cisco.com/register にある指示に従って、Cisco.com にア

カウントを作成できます。

Cisco Feature Navigator は定期的に更新されています（Cisco IOS ソフトウェアの主要なリリース時お

よびテクノロジー リリース時）。 新情報については、次の URL から Cisco Feature Navigator ホーム

ページにアクセスしてください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp

Cisco IOS ソフトウェア イメージの可用性

特定の Cisco IOS ソフトウェア リリースをサポートしているプラットフォームは、そのプラット

フォーム用のソフトウェア イメージがあるかどうかによります。一部のプラットフォームのソフト

ウェア イメージは、事前の通知なしに延期、遅延、または変更される場合があります。各 Cisco IOS 
ソフトウェア リリースのプラットフォーム サポートおよび利用可能なソフトウェア イメージの更新情

報は、オンライン リリース ノートまたは Cisco Feature Navigator（サポートされている場合）を参照

してください。
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サポートされている規格、MIB、および RFC
規格

• この機能によってサポートされる新しい規格や変更された規格はありません。

MIB

この機能により、次の MIB が導入または変更されました。

• CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB

• CISCO-IPSEC-MIB

• CISCO-IPSEC-POLICY-MAP-MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セットの 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

RFC

• IPPCP：RFC 2393、2395

• IPSec/IKE：RFC 2401-2411、2451

前提条件
ルータ上で IPSec および IKE を設定し、VAM の暗号化サービスが必要なすべてのインターフェイスに

対してクリプト マップを設定する必要があります。設定手順については、「設定例」（P.13）を参照し

てください。

設定作業
イネーブルド LED がオンになっている場合、電源を投入した時点で、VAM は完全に機能しており、

いかなる設定コマンドも不要です。ただし、VAM によって暗号化サービスが提供されている場合は、

次のタスクを完了させる必要があります。

• 「IKE ポリシーの設定」（必須）

• 「IPSec の設定」（必須）

IKE ポリシーの設定

パラメータの値を指定しない場合、デフォルト値が割り当てられます。デフォルト値については、マ

ニュアル『Security Command Reference』の「IP Security and Encryption」の章を参照してください。

IKE ポリシーを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# crypto isakmp policy 
priority

IKE ポリシーを定義し、Internet Security Association Key 
Management Protocol（ISAKMP）ポリシー コンフィギュレー

ション（config-isakmp）モードを開始します。
6
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ステップ 2 Router(config-isakmp)# encryption {des | 
3des | aes | aes 192 | aes 256}

IKE ポリシーの内で暗号化アルゴリズムを指定します。

• des：56 ビット DES を暗号化アルゴリズムとして指定します。

• 3des：168 ビット DES を暗号化アルゴリズムとして指定しま

す。

• aes：128 ビット AES を暗号化アルゴリズムとして指定します。

• aes 192：192 ビット AES を暗号化アルゴリズムとして指定

します。

• aes 256：256 ビット AES を暗号化アルゴリズムとして指定

します。

ステップ 3 Router(config-isakmp)# authentication 
{rsa-sig | rsa-encr | pre-share}

（任意）IKE ポリシー内で認証方式を指定します。

• rsa-sig：Rivest、Shamir、Adelman（RSA）署名を認証方式

として指定します。

• rsa-encr：RSA 暗号化ナンスを認証方式として指定します。

（注） Cisco IOS Release 12.3(10) から rsa-encr が VAM 暗号

カードに使用できるようになっています。

• pre-share：事前共有キーを認証方式として指定します。

（注） このコマンドをイネーブルにしない場合、デフォルト値

（rsa-sig）が使用されます。

ステップ 4 Router(config-isakmp)# lifetime seconds （任意）IKE Security Association（SA; セキュリティ アソシエー

ション）のライフタイムを指定します。

seconds：各 SA が期限切れになる前に存在する必要がある秒数。

60 ～ 86,400 秒の範囲で整数を使用して指定します。

（注） このコマンドをイネーブルにしない場合、デフォルト値

（86,400 秒（1 日））が使用されます。

ステップ 5 Router(config-isakmp)# hash {sha | md5} （任意）IKE ポリシー内でハッシュ アルゴリズムを指定します。

• sha：SHA-1（HMAC バリアント）をハッシュ アルゴリズム

として指定します。

• md5：MD5（HMAC バリアント）をハッシュ アルゴリズム

として指定します。

（注） このコマンドをイネーブルにしない場合、デフォルト値

（sha）が使用されます。

ステップ 6 Router(config-isakmp)# group {1 | 2 | 5} （任意）IKE ポリシー内で Diffie-Hellman（DH; デフィーヘルマ

ン）グループ ID を指定します。

1：768 ビット DH グループを指定します。

2：1024 ビット DH グループを指定します。

5：1536 ビット DH グループを指定します。

（注） このコマンドをイネーブルにしない場合、デフォルト値

（768 ビット）が使用されます。

コマンド 目的
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IKE ポリシーの作成に関する詳細については『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure 
Connectivity』の「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」の章を参照してください。

IPSec の設定 
IKE 設定が完了したら、各参加 IPSec ピアで IPSec を設定します。この項では、次の各項で説明され

る作業を含む、IPSec を設定するための基本手順について説明します。

• 「クリプト アクセス リストの作成」（P.8）

• 「トランスフォーム セットの定義」（P.9）

クリプト アクセス リストの作成

クリプト アクセス リストを作成するには、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンド

を使用します。

アクセス リストの設定の詳細については、『IP Access List Features Roadmap』を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# access-list access-list-number 
{deny | permit} protocol source 
source-wildcard destination 
destination-wildcard [log]

または

ip access-list extended name

保護する IP パケットを判別する条件を指定します。1 これらの条

件に一致するトラフィックに対して暗号化をイネーブルまたは

ディセーブルにします。

IPsec で使用できるように「ミラー イメージ」クリプト アクセ

ス リストを設定することを推奨します。また、any キーワード

を使用することは推奨しません。

1. 番号または名前によって指定された IP アクセス リストを使用して、条件を指定します。access-list コマンドでは、番号付き拡張アクセス 
リストを指定し、ip access-list extended コマンドでは、名前付きアクセス リストを指定します。

ステップ 2 Router(config-if)# Add permit and deny 
statements as appropriate.

アクセス リストに permit または deny ステートメントを追加し

ます。

ステップ 3 Router(config-if)# end コンフィギュレーション コマンド モードを終了します。
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トランスフォーム セットの定義

トランスフォーム 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 モードで次のコマンド

を使用します。

セキュリティ アソシエーションを確立するために IKE を使用するクリプト マップ エントリ作成するに

は、グローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

必要に応じてこれらの手順を繰り返し、追加のクリプト マップ エントリを作成します。

コマンド 目的

Router# crypto ipsec transform-set 
transform-set-name transform1 [transform2 
[transform3]]

トランスフォーム セットを定義し、暗号化トランスフォーム コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

Router# mode [tunnel | transport] トランスフォーム セットに関連付けられたモードを変更します。

このモード設定は、送信元アドレスと宛先アドレスが IPsec ピア 
アドレスであるトラフィックだけに適用され、その他すべての

トラフィックに対しては無視されます（他のトラフィックはす

べてトンネル モードです）。

Router# end 暗号化トランスフォーム モードを終了して、イネーブル モード

を開始します。

Router# clear crypto sa

または

clear crypto sa peer {ip-address | peer-name}

または

clear crypto sa map map-name

または

clear crypto sa spi destination-address protocol 
spi

既存の IPsec SA を消去して、その後確立された SA でトランス

フォーム セットへの変更が有効になるようにします。手動で確

立した SA は、すぐに再確立されます。

パラメータを指定せずに clear crypto sa コマンドを使用すると、

SA データベースの内容が完全に消去されるので、アクティブな

セキュリティ セッションが消去されます。SA データベースのサ

ブセットだけを消去するには、peer、map、または entry キー

ワードも指定します。

コマンド 目的

Router# crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp クリプト マップを作成し、クリプト マップ コンフィギュレー

ション モードを開始します。

Router# match address access-list-id 拡張アクセス リストを指定します。このアクセス リストによっ

て IPSec によって保護されるトラフィックと保護されないトラ

フィックが決定されます。

Router# set peer {hostname | ip-address} リモート IPSec ピアを指定します。このピアは、IPsec で保護さ

れたトラフィックの転送先となるピアです。

複数のリモート ピアに対して、同じ作業を繰り返します。

Router# set transform-set transform-set-name1 
[transform-set-name2...transform-set-name6]

このクリプト マップ エントリで許可するトランスフォーム セッ

トを指定します。複数のトランスフォーム セットをプライオリ

ティの順に表示します（ もプライオリティの高いものを先頭

に表示）。

Router# end クリプト マップ コンフィギュレーション モードを終了します。
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クリプト マップの設定の詳細については、マニュアル『Security Configuration Guide』の

「Configuring IPSec Network Security」の章を参照してください。

設定の確認

次の手順では、設定の確認に関する情報を説明します。

ステップ 1 show crypto ipsec transform-set コマンドを入力して、トランスフォーム セット設定を表示します。

Router# show crypto ipsec transform-set 
Transform set combined-des-md5: {esp-des esp-md5-hmac} 
   will negotiate = {Tunnel,}, 
Transform set t1: {esp-des esp-md5-hmac} 
   will negotiate = {Tunnel,}, 
Transform set t100: {ah-sha-hmac} 
   will negotiate = {Transport,}, 
Transform set t2: {ah-sha-hmac} 
   will negotiate = {Tunnel,}, 
   {esp-des} 
   will negotiate = {Tunnel,}, 

ステップ 2 show crypto map [interface interface | tag map-name] コマンドを入力して、クリプト マップ設定を表

示します。

outer# show crypto map
Crypto Map: “router-alice” idb: Ethernet0 local address: 172.21.114.123
Crypto Map “router-alice” 10 ipsec-isakmp
        Peer = 172.21.114.67
        Extended IP access list 141
            access-list 141 permit ip 
                source: addr = 172.21.114.123/0.0.0.0
                dest:   addr = 172.21.114.67/0.0.0.0
        Current peer: 172.21.114.67
        Security-association lifetime: 4608000 kilobytes/120 seconds
        PFS (Y/N): N
        Transform sets={t1,}

ステップ 3 show crypto ipsec sa [map map-name | address | identity | detail | interface] コマンドを入力して、

IPSec Enter セキュリティ アソシエーションに関する情報を表示します。

Router# show crypto ipsec sa
interface: Ethernet0

Crypto map tag: router-alice, local addr. 172.21.114.123
local ident (addr/mask/prot/port): (172.21.114.123/255.255.255.255/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (172.21.114.67/255.255.255.255/0/0)
current_peer: 172.21.114.67
PERMIT, flags={origin_is_acl,}

#pkts encaps: 10, #pkts encrypt: 10, #pkts digest 10
#pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify 10
#send errors 10, #recv errors 0
local crypto endpt.: 172.21.114.123, remote crypto endpt.: 172.21.114.67
path mtu 1500, media mtu 1500
current outbound spi: 20890A6F
inbound esp sas:
spi: 0x257A1039(628756537)

transform: esp-des esp-md5-hmac,
in use settings ={Tunnel,}
slot: 0, conn id: 26, crypto map: router-alice
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sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607999/90)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y

inbound ah sas:
outbound esp sas:
spi: 0x20890A6F(545852015)

transform: esp-des esp-md5-hmac,
in use settings ={Tunnel,}
slot: 0, conn id: 27, crypto map: router-alice
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607999/90)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y

outbound ah sas:
interface: Tunnel0

Crypto map tag: router-alice, local addr. 172.21.114.123
local ident (addr/mask/prot/port): (172.21.114.123/255.255.255.255/0/0)
remote ident (addr/mask/prot/port): (172.21.114.67/255.255.255.255/0/0)
current_peer: 172.21.114.67

PERMIT, flags={origin_is_acl,}
#pkts encaps: 10, #pkts encrypt: 10, #pkts digest 10
#pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify 10
#send errors 10, #recv errors 0
local crypto endpt.: 172.21.114.123, remote crypto endpt.: 172.21.114.67
path mtu 1500, media mtu 1500
current outbound spi: 20890A6F
inbound esp sas:
spi: 0x257A1039(628756537)

transform: esp-des esp-md5-hmac,
in use settings ={Tunnel,}
slot: 0, conn id: 26, crypto map: router-alice
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607999/90)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y

inbound ah sas:
outbound esp sas:
spi: 0x20890A6F(545852015)

transform: esp-des esp-md5-hmac,
in use settings ={Tunnel,}
slot: 0, conn id: 27, crypto map: router-alice
sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4607999/90)
IV size: 8 bytes
replay detection support: Y

outbound ah sas:

トラブルシューティングのヒント

Cisco IOS ソフトウェアによって VAM が認識されていることを確認するには、show diag コマンドを

入力して、出力をチェックします。たとえば、ルータのスロット 1 に VAM がある場合、次の出力が表

示されます。

Router# show diag 1
    Slot 1:
        VAM Encryption/Compression engine. Port adapter
        Port adapter is analyzed 
        Port adapter insertion time 00:04:45 ago
        EEPROM contents at hardware discovery:
        Hardware Revision        :1.0
        PCB Serial Number        :15485660
        Part Number              :73-5953-04
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        Board Revision           :
        RMA Test History         :00
        RMA Number               :0-0-0-0
        RMA History              :00
        Deviation Number         :0-0
        Product Number           :CLEO                
        Top Assy. Part Number    :800-10496-04
        CLEI Code                :
        EEPROM format version 4
        EEPROM contents (hex):
          0x00:04 FF 40 02 8A 41 01 00 C1 8B 31 35 34 38 35 36
          0x10:36 30 00 00 00 82 49 17 41 04 42 FF FF 03 00 81
          0x20:00 00 00 00 04 00 80 00 00 00 00 CB 94 43 4C 45
          0x30:4F 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20
          0x40:20 C0 46 03 20 00 29 00 04 C6 8A FF FF FF FF FF
          0x50:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x60:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
          0x70:FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

VAM によって暗号パケットが処理中であることを確認するには、show pas vam interface コマンドを

入力します。次にサンプル出力を示します。

    Router# show pas vam interface 
    
    Interface VAM 1/1 :
        ds:0x632770C8        idb:0x62813728
        Statistics of packets and bytes that through this interface:
        18 packets in                     18 packets out
      2268 bytes in                     2268 bytes out
         0 paks/sec in                     0 paks/sec out
         0 Kbits/sec in                    0 Kbits/sec out
        83 commands out                   83 commands acknowledged
        ppq_full_err   :0            ppq_rx_err       :0    
        cmdq_full_err  :0            cmdq_rx_err      :0    
        no_buffer      :0            fallback         :0    
        dst_overflow   :0            nr_overflow      :0    
        sess_expired   :0            pkt_fragmented   :0    
        out_of_mem     :0            access_denied   :0    
        invalid_fc     :0            invalid_param    :0    
        invalid_handle :0            output_overrun   :0    
        input_underrun :0            input_overrun    :0    
        key_invalid    :0            packet_invalid   :0    
        decrypt_failed :0            verify_failed    :0    
        attr_invalid   :0            attr_val_invalid :0    
        attr_missing   :0            obj_not_wrap     :0    
        bad_imp_hash   :0            cant_fragment    :0    
        out_of_handles :0            compr_cancelled  :0    
        rng_st_fail    :0            other_errors     :0    
        633 seconds since last clear of counters

VAM によってパケットが処理されると、「packet in」および「packet out」カウンタが変化します。

「packet out」カウンタは、VAM に転送されたパケットの数を表します。「packet in」カウンタは、

VAM から受信したパケットの数を表します。

（注） Cisco IOS Release 12.2(5)T および Cisco IOS Release 12.1(10)E よりも前のバージョンでは、リブート 
トラップ設定がないので、再入力が必要です。
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VPN Acceleration Module のモニタおよびメンテナンス
次のコマンドを使用して、VPN Acceleration Module をモニタおよびメンテナンスします。

設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「IKE ポリシー例の設定」（P.13）

• 「IPSec 設定例の設定」（P.13）

IKE ポリシー例の設定

次の例では、2 つの IKE ポリシーが作成されます。 大のプライオリティとして policy 15、次のプラ

イオリティとして policy 20、 小のプライオリティとして既存のデフォルト プライオリティを使用し

ます。また、IP アドレスが 192.168.224.33 のリモート ピアに、policy 20 で使用する事前共有鍵も作

成します。

crypto isakmp policy 15
 encryption 3des
 hash md5
 authentication rsa-sig
 group 2
 lifetime 5000
crypto isakmp policy 20
 authentication pre-share
 lifetime 10000
crypto isakmp key 1234567890 address 192.168.224.33

IPSec 設定例の設定

次に、セキュリティ アソシエーションが IKE を介して確立される 低限の IPSec 設定の例を示します。

IPSec アクセス リストによって保護対象のトラフィックが定義されます。

access-list 101 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 10.2.2.0 0.0.0.255

トランスフォーム セットによってどのようにトラフィックを保護するかが定義されます。この例では、

トランスフォーム セット「myset1」によって、データ パケット認証に DES 暗号化および SHA が使用

されています。

crypto ipsec transform-set myset1 esp-des esp-sha

コマンド 目的

Router# show pas isa interface ISA インターフェイス コンフィギュレーションを表示します。

Router# show pas isa controller ISA コントローラ コンフィギュレーションを表示します。

Router# show pas vam interface VAM によって暗号パケットが処理中であることを確認します。

Router# show pas vam controller VMA コントローラ コンフィギュレーションを表示します。

Router# Show version 統合サービス アダプタをインターフェイスの一部として表示し

ます。
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もう 1 つのトランスフォーム セットである「myset2」では、データ パケットの認証にトリプル DES 
暗号化および MD5（HMAC バリアント）が使用されています。

crypto ipsec transform-set myset2 esp-3des esp-md5-hmac

クリプト マップによって、IPSec アクセス リストとトランスフォーム セットが結合され、保護対象ト

ラフィックの送信先（リモート IPSec ピア）が指定されます。

crypto map toRemoteSite 10 ipsec-isakmp
 match address 101
 set transform-set myset2
 set peer 10.2.2.5

クリプト マップがインターフェイスに適用されます。

interface Serial0
 ip address 10.0.0.2
 crypto map toRemoteSite

（注） この例では、IKE をイネーブルにする必要があります。

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• show pas vam interface

• show pas vam controller

• crypto engine sw ipsec

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

用語集
VAM：VPN Acceleration Module。

IKE：Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）。IKE によって、キーが必

要なサービス（IPsec など）のための共有セキュリティ ポリシーおよび認証キーが確立されます。

IPsec トラフィックを通過させる前に、ルータ、ファイアウォール、ホストそれぞれでピアの ID を検

証する必要があります。それには、事前共有鍵を両ホストに手動で入力するか、CA サービスを使用し

ます。

IPsec：IP Security（IP セキュリティ）。オープン規格のフレームワークであり、関与するピア間にお

けるデータの機密保持、データ整合性、データ認証を実現します。IPsec では、これらのセキュリティ 
サービスが IP レイヤで実現されます。IPsec では、ローカル ポリシーに基づいたプロトコルやアルゴ

リズムのネゴシエーションの処理や、IPsec に使用される暗号鍵や認証鍵の生成が、IKE を通じて行わ

れます。IPsec は、1 組のホスト間、1 組のセキュリティ ゲートウェイ間、またはセキュリティ ゲート

ウェイとホスト間で 1 つ以上のデータ フローを保護するために使用できます。
14

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html
http://tools.cisco.com/Support/CLILookup
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html


VPN Acceleration Module（VAM）

  用語集
Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2007–2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
15

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


VPN Acceleration Module（VAM）

  用語集
16



VPN のアベイラビリティ





逆ルート注入

Reverse Route Injection（RRI; 逆ルート注入）とは、リモート トンネル エンドポイントによって保護

されているネットワークおよびホストのルーティング プロセスに、スタティック ルートを自動的に組

み込む機能です。保護されているホストおよびネットワークをリモート プロキシ ID といいます。

各ルートはリモート プロキシ ネットワークおよびマスクを基に作成され、このネットワークへのネク

ストホップがリモート トンネル エンドポイントになります。ネクストホップとして Virtual Private 
Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）のリモート ルータを使い、暗号化プロセス

によってトラフィックを強制的に暗号化します。

Cisco IOS Release 12.3(14)T の Reverse Route Injection（RRI）機能に、RRI のデフォルト動作の拡張

機能、ルート タグ値の追加、RRI の設定方法の拡張機能が追加されました。

Cisco IOS Release 12.4(15)T には、VPN プロセスによって作成されたルートにディスタンス メトリッ

クを設定する拡張機能が追加されました。この拡張機能により、ルータでダイナミックに学習された

ルートを、ローカルに設定されているスタティック ルートより優先されることができます。

この章で紹介する機能情報の入手方法

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、この章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。この章に記載されている特定の機能に関する説明へのリンク、および各機能がサ

ポートされているリリースのリストについては、「RPI の機能情報」（P.18）を参照してください。

プラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および Cisco Catalyst OS ソフトウェア イ
メージの各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および 
Cisco Catalyst OS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator 
には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。Cisco.com のアカウン

トは必要ありません。

この章の構成
• 「逆ルート注入の前提条件」（P.2）

• 「逆ルート注入の制約事項」（P.2）

• 「逆ルート注入に関する情報」（P.2）

• 「RRI の設定方法」（P.4）
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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  逆ルート注入の前提条件
• 「RRI の設定例」（P.10）

• 「その他の参考資料」（P.16）

• 「コマンド リファレンス」（P.17）

• 「RPI の機能情報」（P.18）

逆ルート注入の前提条件
• RRI で生成されたスタティック ルートの伝播にダイナミック ルーティング プロトコルを使用する

場合は、IP ルーティングをイネーブルにし、スタティック ルートを再配布する必要があります。

逆ルート注入の制約事項
• RRI をクリプト マップに適用する際、そのクリプト マップはルータのインターフェイスごとに一

意でなければなりません。つまり、同じクリプト マップは複数のインターフェイスに適用できな

いということです。複数のクリプト マップを複数のインターフェイスに適用すると、ルートが正

しくクリーンアップされないことがあります。複数のインターフェイスに 1 つのクリプト マップ

が必要な場合は、一意に定義したマップを各インターフェイスで使用する必要があります。この制

約があるのは、Cisco IOS Release 12.3(14)T 以前のリリースの RRI だけです。

• スタティック クリプト マップでは、適用済みのクリプト マップに RRI が設定されている場合、必

ずルートが存在します。Cisco IOS Release 12.3(14)T では、（スタティック マップに常に存在する

ルートの）デフォルトの動作は適用されません。ただし、キーワード static を reverse-route コマ

ンドに追加している場合は除きます。

逆ルート注入に関する情報
逆ルート注入の拡張機能を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「逆ルート注入」（P.2）

• 「Cisco IOS Release 12.4(15)T の RRI の拡張機能」（P.3）

逆ルート注入

RRI とは、リモート トンネル エンドポイントによって保護されているネットワークとホストのルー

ティング プロセスに、スタティック ルートを自動的に組み込む機能です。保護されているホストおよ

びネットワークをリモート プロキシ ID といいます。

各ルートはリモート プロキシ ネットワークおよびマスクを基に作成され、このネットワークへのネク

ストホップがリモート トンネル エンドポイントになります。ネクストホップとして VPN のリモート 
ルータを使い、暗号化プロセスによってトラフィックを強制的に暗号化します。

スタティック ルートを VPN ルータ上に作成すると、その情報がアップストリーム デバイスに伝播さ

れ、戻されてくるトラフィックの送信先となる適切な VPN ルータが判定可能になることで、IPsec の
ステート フローを維持します。適切な VPN ルータを判定することができれば、サイトで複数の VPN 
ルータを使用してロード バランシングやフェールオーバーを実行する場合や、デフォルト ルートでリ
2
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  逆ルート注入に関する情報
モート VPN デバイスにアクセスできない場合に特に役立ちます。ルートは、グローバル ルーティング 
テーブルまたは適切な Virtual Route Forwarding（VRF; VPN ルーティングおよび転送）テーブルに作

成されます。

スタティック クリプト マップ テンプレートであってもダイナミック クリプト マップ テンプレートで

あっても、RRI はクリプト マップごとに適用されます。この 2 つのタイプのマップのデフォルト動作

は次のとおりです。

• ダイナミック クリプト マップでは、ルートは、リモート プロキシの IPsec セキュリティ アソシ

エーション（SA）が正常に確立されるとすぐに作成されます。これらのリモート プロキシに戻る

ネクストホップは、ダイナミック クリプト マップ テンプレートの作成中に学習、適用されるアド

レスのリモート VPN ルータを経由します。このルートは SA の削除後に削除されます。Cisco IOS 
Release 12.3(14)T には、スタティック クリプト マップの IPsec ソース プロキシを基にしたルート

作成が追加されました。この動作がスタティック マップでのデフォルトの動作になり、クリプト 
ACL を基にしたルート作成（次の黒丸を参照）を無効にしました。

• スタティック クリプト マップでは、クリプト アクセス リストに定義されている宛先情報を基に

ルートが作成されます。ネクストホップは、クリプト マップにアタッチされている 初の set peer 
文から取得します。RRI、ピア、またはアクセス リストがクリプト マップから削除されると、必

ずルートも削除されます。この動作は、以降の項で説明するように、RRI の拡張機能を追加するこ

とで変わります。

Cisco IOS Release 12.4(15)T の RRI の拡張機能

Cisco IOS Release 12.4(15)T の RRI 機能に次の拡張機能が追加されました。

• 「RRI ディスタンス メトリック」（P.3）

• 「ゲートウェイ オプション」（P.3）

• 「IPsec プロファイルにおける RRI のサポート」（P.4）

• 「タグ オプション設定の変更点」（P.4）

• 「show crypto route コマンド」（P.4）

RRI ディスタンス メトリック

一般に、スタティック ルートはアドミニストレーティブ ディスタンスが 1 で作成されます。これは

ルーティング テーブルで常にスタティック ルートに優先権があることを意味します。ただし場合に

よっては、ダイナミックに学習されたルートの方をスタティック ルートより優先させる必要がありま

す（ダイナミックに学習されたルートがない場合はスタティック ルートを使用）。クリプト マップまた

は IPsec プロファイルのいずれかで set reverse-route distance コマンドを実行すると、VPN で作成さ

れたルートに別のディスタンス メトリックを指定することで、ダイナミック ルートまたは優先度の高

いルートを使用できない場合だけそのルートが有効になるようにできます。

ゲートウェイ オプション

この RRI ゲートウェイ オプションを指定できるのはクリプト マップだけです。

このオプションを使用すると、リモート トンネル エンドポイントに対して一意のネクストホップまたは

ゲートウェイを設定できます。このオプションは、各 VPN トンネルでルートが 2 つ作成されるという

点で、Cisco IOS Release 12.3(14)T よりも前の reverse-route remote-peer {ip-address} コマンドと動作

が同じです。1 番目のルートは、リモート トンネル エンドポイントを経由して、宛先が保護されたサブ

ネットに向かいます。2 番目のルートは、このトンネル エンドポイントに到達するためのネクストホッ

プを指定します。この RRI ゲートウェイ オプションを使用すると、ルートの再帰検索をサポートするプ

ラットフォームで、特定のデフォルト パスを VPN 接続の特定のグループに指定できます。
3
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（注） 12.4(15)T 以降のリリースでは、キーワード オプション gateway は reverse-route remote-peer コマン

ド（IP アドレスの指定なし）に変わっています。Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレ

ス フォワーディング）に変更があったため、ネクストホップ IP アドレスを追加せずにインターフェイ

スをネクストホップとしては使用できません。

IPsec プロファイルにおける RRI のサポート

RRI を使用できるのは、以前はクリプト マップ コンフィギュレーションだけでした。Cisco IOS 
Release 12.4(15)T は、主に仮想トンネル インターフェイスに使用されている、IPsec プロファイルの

関連 RRI オプションをサポートしています。トンネル インターフェイスでは、一般的な RRI 機能を

使ったディスタンス メトリックとタグ オプションだけが有効です。

（注） Easy VPN クライアントのダイナミック バーチャル インターフェイスでは、RRI を特にイネーブルに

する必要はありません。ルート サポートはデフォルトでイネーブルになっています。必要に応じて、

タグまたはディスタンス メトリックの値を指定する必要があります。

タグ オプション設定の変更点

タグ オプションは 12.3(14)T でクリプト マップ向けに導入されました。現在このオプションは、IPsec 
プロファイルでサポート（set reverse-route tag コマンド構文）されています。また、set 
reverse-route tag コマンドは、 適化のためにクリプト マップでも使用できます。ただし、従来の 
reverse-route tag コマンドはサポートされていません。

show crypto route コマンド

show crypto route コマンドは、RRI または Easy VPN virtual tunnel interface（VTI; 仮想トンネル イ
ンターフェイス）を介して IPsec で作成されたルートを表示します。ルートは 1 つの表で表示されま

す。show crypto route コマンドのサンプル出力については、「show crypto route コマンドの出力：

例」の項を参照してください。

RRI の設定方法
ここでは、Cisco IOS ソフトウェアのリリース 12.4(15)T 以前およびリリース 12.4(15)T の RRI の設定

方法を説明します。

• 「12.4(15)T 以前の Cisco IOS リリースのクリプト マップにおける RRI の設定」（P.4）

• 「Cisco IOS Release 12.4(15)T に追加された拡張機能による RRI の設定」（P.6）

12.4(15)T 以前の Cisco IOS リリースのクリプト マップにおける RRI の設定

ここでは、次の作業について説明します。

• 「スタティック クリプト マップにおける RRI の設定」（P.5）

• 「ダイナミック マップ テンプレートでの RRI の設定」（P.5）
4
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スタティック クリプト マップにおける RRI の設定

リリース 12.4(15)T よりも前の Cisco IOS ソフトウェアのスタティック クリプト マップで RRI を設定

するには、以下の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map {map-name} {seq-name} ipsec-isakmp 

4. reverse-route [static | tag tag-id [static] | remote-peer [static] | remote-peer ip-address [static]]

手順の詳細

ダイナミック マップ テンプレートでの RRI の設定

リリース 12.4(15)T よりも前の Cisco IOS ソフトウェアのダイナミック マップ テンプレートで RRI を
設定するには、以下の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-name

4. reverse-route [static | tag tag-id [static] | remote-peer [static] | remote-peer ip-address [static]]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map {map-name} {seq-name} ipsec-isakmp

例：

Router (config)# crypto map mymap 1 
ipsec-isakmp

クリプト マップ エントリを作成または変更し、クリプト 
マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 reverse-route [static | tag tag-id [static] | 
remote-peer [static] | remote-peer ip-address 
[static]]

例：

Router (config-crypto-map)# reverse-route 
remote peer 10.1.1.1

クリプト マップ エントリのソース プロキシ情報を作成し

ます。
5
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手順の詳細

Cisco IOS Release 12.4(15)T に追加された拡張機能による RRI の設定

ここでは、Cisco IOS Release 12.4(15)T に追加された RRI 拡張機能を設定する方法について説明しま

す。

• 「スタティック クリプト マップにおける RRI 拡張機能の設定」（P.6）

• 「ダイナミック マップ テンプレートにおける RRI および拡張機能の設定」（P.7）

• 「IPsec プロファイルにおける RRI ディスタンス メトリックの設定」（P.8）

• 「RRI または Easy VPN VTI を介して IPsec で作成されたルートの確認」（P.9）

スタティック クリプト マップにおける RRI 拡張機能の設定

スタティック クリプト マップで RRI 拡張機能を設定するには（Cisco IOS Release 12.4(15)T 以降のリ

リース）、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-name ipsec-isakmp 

4. reverse-route [static | remote-peer ip-address [gateway ] [static]]

5. set reverse-route [distance number | tag tag-id]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto dynamic-map dynamic-map-name 
dynamic-seq-name

例：

Router (config)# crypto dynamic-map mymap 1

ダイナミック クリプト マップ エントリを作成し、クリプ

ト マップ コンフィギュレーション コマンド モードを開始

します。

ステップ 4 reverse-route [static | tag tag-id [static] | 
remote-peer [static] | remote-peer ip-address 
[static]]

例：

Router (config-crypto-map)# reverse-route 
remote peer 10.1.1.1

クリプト マップ エントリのソース プロキシ情報を作成し

ます。
6
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手順の詳細

ダイナミック マップ テンプレートにおける RRI および拡張機能の設定

ダイナミック マップ テンプレートで RRI 拡張機能を設定するには（Cisco IOS Release 12.4(15)T 以降

のリリースの場合）、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-name

4. reverse-route [static | remote-peer ip-address [gateway ] [static]]

5. set reverse-route [distance number | tag tag-id]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-name ipsec-isakmp

例：

Router (config)# crypto map mymap 1 
ipsec-isakmp

クリプト マップ エントリを作成または変更し、クリプト 
マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 reverse-route [static | remote-peer ip-address 
[gateway] [static]]

例：

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

クリプト マップ エントリのソース プロキシ情報を作成し

ます。

（注） キーワード gateway を追加すると、デュアル ルー

ト機能をイネーブルにしてデフォルト ゲートウェ

イをサポートできます。

ステップ 5 set reverse-route [distance number | tag 
tag-id]

例：

Router (config-crypto-map)# set reverse-route 
distance 20

使用するディスタンス メトリック、またはルートに関連づ

けるタグ値を指定します。
7
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手順の詳細

IPsec プロファイルにおける RRI ディスタンス メトリックの設定

IPsec プロファイルで Cisco IOS Release 12.4(15)T 以降のリリースの RRI ディスタンス メトリックを

設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec profile name

4. set reverse-route [distance number | tag tag-id]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto dynamic-map dynamic-map-name 
dynamic-seq-name

例：

Router (config)# crypto dynamic-map mymap 1 

ダイナミック クリプト マップ エントリを作成し、クリプ

ト マップ コンフィギュレーション コマンド モードを開始

します。

ステップ 4 reverse-route [static | remote-peer ip-address 
[gateway] [static]]

例：

Router (config-crypto-map)# reverse-route 
remote peer 10.1.1.1 gateway

クリプト マップ エントリのソース プロキシ情報を作成し

ます。

ステップ 5 set reverse-route [distance number | tag 
tag-id]

例：

Router (config-crypto-map)# set reverse-route 
distance 20

使用するディスタンス メトリック、またはルートに関連づ

けるタグ値を指定します。
8
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手順の詳細

RRI または Easy VPN VTI を介して IPsec で作成されたルートの確認

RRI または Easy VPN VTI を介して IPsec で作成されたルートを表示するには、次の手順を実行しま

す。

手順の概要

1. enable

2. show crypto route

手順の詳細

トラブルシューティングのヒント 

RRI の動作と IPsec SA の作成および削除との関係を確認するには、debug crypto ipsec コマンド

（『Cisco IOS Debug Command Reference』を参照）を使用します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec profile name

例：

Router (config)# crypto ipsec profile myprofile

IPsec プロファイルを作成または変更し、IPsec プロファイ

ル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 set reverse-route [distance number | tag 
tag-id]

例：

Router (config-crypto-profile)# set 
reverse-route distance 20

各スタティック ルートのディスタンス メトリックを定義

するか、RRI によって作成されたルートにタグを設定しま

す。

• distance：各スタティック ルートのディスタンス メト

リックを定義します。

• tag：ルート マップを使用した分散を制御するための

「照合」値として使用可能なタグ値を設定します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show crypto route

例：

Router# show crypto route

RRI または Easy VPN VTI を介して IPsec で作成された

ルートを表示します。
9
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RRI の設定例
ここでは、次の各手順について説明します。

• 「Cisco IOS Release 12.3(14)T よりも前の RRI の設定：例」（P.10）

• 「Cisco IOS Release 12.3(14)T に追加された拡張機能による RRI の設定：例」（P.11）

• 「Cisco IOS Release 12.4(15)T に追加された拡張機能による RRI の設定：例」（P.12）

Cisco IOS Release 12.3(14)T よりも前の RRI の設定：例

次に、Cisco IOS Release 12.3(14)T よりも前の RRI の設定および出力の例を示します。

• 「Crypto ACL が存在する場合の RRI の設定：例」（P.10）

• 「2 つのルート（リモート エンドポイント用とルート再帰用）を作成する場合の RRI の設定：例」

（P.11）

Crypto ACL が存在する場合の RRI の設定：例

次に、すべてのリモート VPN ゲートウェイを 192.168.0.3 でルータに接続している例を示します。

RRI がスタティック クリプト マップに追加され、crypto access control list（ACL; アクセス コント

ロール リスト）で定義されている発信元ネットワークおよび発信元ネットマスクを基にルートを作成

します。

crypto map mymap 1 ipsec-isakmp
 set peer 10.1.1.1
 reverse-route
 set transform-set esp-3des-sha
 match address 102

Interface FastEthernet 0/0
 ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
 standby name group1
 standby ip 192.168.0.3
 crypto map mymap redundancy group1

access-list 102 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.255.255

Cisco IOS Release 12.3(14)T 以降のリリースの場合、クリプト ACL の内容を基にスタティック マップ

でルート作成と同じ動作を維持するには、キーワード static が必要です（reverse-route static）。

（注） この場合の reverse-route コマンドは、次のスタティック ルート Command-Line Interface（CLI; コマ

ンドライン インターフェイス）コマンド（ip route）を使った場合と似たルートを作成します。

リモート トンネル エンドポイント

ip route 10.1.1.1 255.255.255.255 192.168.1.1

VPNSM
ip route 10.1.1.1 255.255.255.255 vlan0.1
10
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2 つのルート（リモート エンドポイント用とルート再帰用）を作成する場合の RRI の設定：例

次に、クリプト マップが設定されているインターフェイスを介して、リモート エンドポイント用とリ

モート エンドポイントへのルート再帰用の 2 つのルートを作成する場合の例を示します。

reverse-route remote-peer

Cisco IOS Release 12.3(14)T に追加された拡張機能による RRI の設定：
例

次に、Cisco IOS Release 12.3(14)T に追加された RRI 拡張機能の設定および出力の例を示します。

• 「Crypto ACL が存在する場合の RRI の設定：例」（P.11）

• 「ルート タグを使った RRI の設定：例」（P.11）

• 「ユーザが定義したネクストホップを介したリモート プロキシへのルートを 1 つ作成する RRI の設

定：例」（P.11）

Crypto ACL が存在する場合の RRI の設定：例

次に、ACL が既に存在する状況で RRI を設定する例を示します。

crypto map mymap 1 ipsec-isakmp
   set peer 172.17.11.1
   reverse-route static
   set transform-set esp-3des-sha
   match address 101

access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.17.11.0 0.0.0.255

ルート タグを使った RRI の設定：例

次に、RRI で作成されたルートにタグ番号付きでタグを設定した後、タグを設定したそのルートを

ルーティング プロセスで使用してルート マップを介して再配布する方法の例を示します。

crypto dynamic-map ospf-clients 1
reverse-route tag 5

router ospf 109
redistribute rip route-map rip-to-ospf

route-map rip-to-ospf permit
match tag 5
set metric 5
set metric-type type1

Router# show ip eigrp topology

P 10.81.7.48/29, 1 successors, FD is 2588160, tag is 5
via 192.168.82.25 (2588160/2585600), FastEthernet0/1

ユーザが定義したネクストホップを介したリモート プロキシへのルートを 1 つ作成する 
RRI の設定：例

（注） このオプションを適用できるのはクリプト マップだけです。
11



逆ルート注入

  RRI の設定例
上記の例では、ユーザが定義したネクストホップを介したリモート プロキシへのルートを 1 つ作成し

ました。このネクストホップでは、デフォルト ルートに再帰する場合を除き、再帰ルート検索は必要

ありません。

reverse-route remote-peer 10.4.4.4

Cisco IOS Release 12.3(14)T よりも前のリリースでは、上記の例は次のような出力になります。

10.0.0.0/24 via 10.1.1.1 (in the VRF table if VRFs are configured)
10.1.1.1/32 via 10.4.4.4 (in the global route table)

また、RRI 拡張機能を使うと次のような結果になります。

10.0.0.0/24 via 10.4.4.4 (in the VRF table if VRFs are configured, otherwise in the global 
table)

Cisco IOS Release 12.4(15)T に追加された拡張機能による RRI の設定：
例

次に、Cisco IOS Release 12.4(15)T に追加された RRI 拡張機能の設定および出力の例を示します。

• 「クリプト マップにおける RRI ディスタンス メトリックの設定：例」（P.12）

• 「ルート タグを使った RRI の設定：例」（P.13）

• 「debug コマンドおよび show コマンドによる、クリプト マップにおける RRI ディスタンス メト

リックの設定の出力：例」（P.13）

• 「VTI の RRI ディスタンス メトリックの設定：例」（P.14）

• 「debug コマンドおよび show コマンドによる、VTI が設定されている RRI メトリックの設定の出

力：例」（P.14）

• 「show crypto route コマンドの出力：例」（P.15）

クリプト マップにおける RRI ディスタンス メトリックの設定：例

次に、RRI ディスタンス メトリックがクリプト マップに設定されているサーバおよびクライアントの

設定を示します。

サーバ

crypto dynamic-map mymap
set security-association lifetime seconds 300
set transform-set 3dessha 
set isakmp-profile profile1
set reverse-route distance 20
reverse-route

クライアント 
crypto ipsec client ezvpn ez
connect auto
group cisco key cisco
mode client
peer 10.0.0.119
username XXX password XXX
xauth userid mode local
12
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ルート タグを使った RRI の設定：例

次に、RRI で作成されたルートにタグ番号付きでタグを設定した後、タグを設定したそのルートを

ルーティング プロセスで使用してルート マップを介して再配布する方法の例を示します。

crypto dynamic-map ospf-clients 1
set reverse-route tag 5

router ospf 109
 redistribute rip route-map rip-to-ospf

route-map rip-to-ospf permit
 match tag 5
 set metric 5
 set metric-type type1

Router# show ip eigrp topology

P 10.81.7.48/29, 1 successors, FD is 2588160, tag is 5
via 192.168.82.25 (2588160/2585600), FastEthernet0/1

debug コマンドおよび show コマンドによる、クリプト マップにおける RRI ディスタンス 
メトリックの設定の出力：例 

次に、debug コマンドおよび show コマンドを使って出力した、サーバのクリプト マップにおける 
RRI ディスタンス メトリックの設定を示します。

Router# debug crypto ipsec

00:23:37: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1,
  (key eng. msg.) INBOUND local= 10.0.0.119, remote= 10.0.0.14, 
    local_proxy= 0.0.0.0/0.0.0.0/0/0 (type=4), 
    remote_proxy= 192.168.6.1/255.255.255.255/0/0 (type=1),
    protocol= ESP, transform= esp-3des esp-sha-hmac  (Tunnel), 
    lifedur= 0s and 0kb, 
    spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x0
00:23:37: IPSEC(key_engine): got a queue event with 1 KMI message(s)
00:23:37: IPSEC(rte_mgr): VPN Route Event create routes for peer or rekeying for
 10.0.0.128
00:23:37: IPSEC(rte_mgr): VPN Route Refcount 1 FastEthernet0/0
00:23:37: IPSEC(rte_mgr): VPN Route Added 192.168.6.1 255.255.255.255 via 10.0.0.14 in IP 
DEFAULT TABLE with tag 0 distance 20
00:23:37: IPSEC(policy_db_add_ident): src 0.0.0.0, dest 192.168.6.1, dest_port 0

Router# show ip route

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 10.0.0.14 to network 0.0.0.0

C    192.200.200.0/24 is directly connected, Loopback0
     10.20.20.20/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.30.30.30 is directly connected, Loopback4
C    192.168.5.0/24 is directly connected, Loopback3
     10.20.20.20/24 is subnetted, 2 subnets
S       10.3.1.0 [1/0] via 10.0.0.113
13
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C       10.20.20.20 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
S       192.168.6.1 [20/0] via 10.0.0.14
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback2
     10.15.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.15.0.0 is directly connected, Loopback6
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.14

VTI の RRI ディスタンス メトリックの設定：例

次に、VTI に RRI ディスタンス メトリックが設定されているサーバおよびクライアントの設定を示し

ます。

サーバの設定

crypto isakmp profile profile1
keyring mykeyring
match identity group cisco
client authentication list authenlist
isakmp authorization list autholist
client configuration address respond
virtual-template 1

crypto ipsec profile vi
set transform-set 3dessha 
set reverse-route distance 20
set isakmp-profile profile1

!
interface Virtual-Template1 type tunnel
ip unnumbered
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile vi

クライアントの設定

crypto ipsec client ezvpn ez
connect auto
group cisco key cisco
mode client
peer 10.0.0.119
username XXX password XXX
virtual-interface 1

debug コマンドおよび show コマンドによる、VTI が設定されている RRI メトリックの設定
の出力：例

次に、debug コマンドおよび show コマンドを使って出力した、サーバの VTI の RRI メトリックの設

定を示します。

Router# debug crypto ipsec

00:47:56: IPSEC(key_engine): got a queue event with 1 KMI message(s)
00:47:56: Crypto mapdb : proxy_match
        src addr     : 0.0.0.0
        dst addr     : 192.168.6.1
        protocol     : 0
        src port     : 0
        dst port     : 0
00:47:56: IPSEC(crypto_ipsec_sa_find_ident_head): reconnecting with the same pro
xies and peer 10.0.0.14
00:47:56: IPSEC(rte_mgr): VPN Route Event create routes for peer or rekeying for
 10.0.0.14
14
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00:47:56: IPSEC(rte_mgr): VPN Route Refcount 1 Virtual-Access2
00:47:56: IPSEC(rte_mgr): VPN Route Added 192.168.6.1 255.255.255.255 via Virtua
l-Access2 in IP DEFAULT TABLE with tag 0 distance 20
00:47:56: IPSEC(policy_db_add_ident): src 0.0.0.0, dest 192.168.6.1, dest_port 0

00:47:56: IPSEC(create_sa): sa created,
  (sa) sa_dest= 10.0.0.110, sa_proto= 50, 
    sa_spi= 0x19E1175C(434181980), 
    sa_trans= esp-3des esp-sha-hmac , sa_conn_id= 87
00:47:56: IPSEC(create_sa): sa created,
  (sa) sa_dest= 10.0.0.14, sa_proto= 50, 
    sa_spi= 0xADC90C5(182227141), 
    sa_trans= esp-3des esp-sha-hmac , sa_conn_id= 88
00:47:56: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Virtual-Access2, chang
ed state to up
00:47:56: IPSEC(key_engine): got a queue event with 1 KMI message(s)
00:47:56: IPSEC(key_engine_enable_outbound): rec'd enable notify from ISAKMP
00:47:56: IPSEC(key_engine_enable_outbound): enable SA with spi 182227141/50 
00:47:56: IPSEC(update_current_outbound_sa): updated peer 10.0.0.14 current outb
ound sa to SPI ADC90C5

Router# show ip route

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 10.0.0.14 to network 0.0.0.0

C    192.200.200.0/24 is directly connected, Loopback0
     10.20.20.20/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.30.30.30 is directly connected, Loopback4
C    192.168.5.0/24 is directly connected, Loopback3
     10.20.20.20/24 is subnetted, 2 subnets
S       10.3.1.0 [1/0] via 10.0.0.113
C       10.20.20.20 is directly connected, FastEthernet0/0
     192.168.6.0/32 is subnetted, 1 subnets
S       192.168.6.1 [20/0] via 0.0.0.0, Virtual-Access2
C    192.168.3.0/24 is directly connected, Loopback2
     10.15.0.0/24 is subnetted, 1 subnets
C       10.15.0.0 is directly connected, Loopback6
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.14

show crypto route コマンドの出力：例

次に、RRI または Easy VPN VTI を介して IPsec で作成されたルート（1 テーブル）の出力例を示しま

す。

Router# show crypto route

VPN Routing Table: Shows RRI and VTI created routes
Codes: RRI - Reverse-Route, VTI- Virtual Tunnel Interface
        S - Static Map ACLs

Routes created in table GLOBAL DEFAULT
192.168.6.2/255.255.255.255 [0/0] via 10.0.0.133
                                on Virtual-Access3 RRI  
10.1.1.0/255.255.255.0 [10/0] via Virtual-Access2 VTI
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192.168.6.1/255.255.255.255 [0/0] via Virtual-Access2 VTI

その他の参考資料
ここでは、RRI 拡張機能の関連資料について説明します。

関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

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

その他の Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Master Command List』

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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

RFC タイトル

なし —
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シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• reverse-route

• set reverse-route

• show crypto route

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してくださ

い。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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RPI の機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアク

セスできます。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 1 RRI の機能情報

機能名 リリース 機能情報

逆ルート注入 12.1(9)E

12.2(8)T

12.2(8)YE

Reverse Route Injection（RRI; 逆ルート注入）とは、リ

モート トンネル エンドポイントによって保護されてい

るネットワークおよびホストのルーティング プロセス

に、スタティック ルートを自動的に組み込む機能です。

保護されているホストおよびネットワークをリモート プ
ロキシ ID といいます。

各ルートはリモート プロキシ ネットワークおよびマス

クを基に作成され、このネットワークへのネクストホッ

プがリモート トンネル エンドポイントになります。ネ

クストホップとして VPN のリモート ルータを使い、暗

号化プロセスによってトラフィックを強制的に暗号化し

ます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「逆ルート注入」（P.2）

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。
reverse-route

逆ルート リモート ピア オプション 12.2(13)T

12.2(14)S

リモート VPN デバイスへの明示的なネクストホップと

してインターフェイスまたはアドレスを指定できる拡張

機能が RRI に追加されました。この機能を使用すると、

デフォルトのルート指定を変更して、暗号化された発信

パケットを正しく転送できます。

リモート ピア オプションの詳細については、次の各項

を参照してください。

• 「Cisco IOS Release 12.4(15)T の RRI の拡張機能」

（P.3）
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RRI の拡張機能 12.3(14)T

12.2(33)SRA
12.2(33)SXH

以下の拡張機能が RRI 機能に追加されました。

• スタティック クリプト マップのデフォルト動作とダ

イナミック クリプト マップのデフォルト動作が同

じ。ただし、reverse-route コマンドおよびキーワー

ド static を使用する場合を除きます。

• RRI を使って作成されたルートすべてにルート タグ

値を追加。

• 複数のルータ インターフェイスに適用されている同

じクリプト マップで RRI が設定可能。

• reverse-route remote-peer {ip-address} コマンド、

キーワード、引数で設定された RRI によって作成さ

れるルートは 2 つではなく 1 つ。

RRI の機能拡張の詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「逆ルート注入」（P.2）

• 「12.4(15)T 以前の Cisco IOS リリースのクリプト 
マップにおける RRI の設定」（P.4）

• 「Cisco IOS Release 12.4(15)T に追加された拡張機

能による RRI の設定」（P.6）

• 「Crypto ACL が存在する場合の RRI の設定：例」

（P.10）

• 「ルート タグを使った RRI の設定：例」（P.11）

• 「ユーザが定義したネクストホップを介したリモート 
プロキシへのルートを 1 つ作成する RRI の設定：

例」（P.11）

これらの機能拡張により、reverse-route コマンドが変

更されました。

ゲートウェイ オプション 12.4(15)T このオプションを使用すると、リモート トンネル エン

ドポイントに対して一意のネクストホップまたはゲート

ウェイを設定できます。

ゲートウェイ オプションの詳細については、次の各項を

参照してください。

• 「ゲートウェイ オプション」（P.3）

表 1 RRI の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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RRI ディスタンス メトリック 12.4(15)T この機能拡張を使用すると、スタティック ルートそれぞ

れにメトリック ディスタンスを定義できます。

RRI ディスタンス メトリックの機能拡張の詳細について

は、次の各項を参照してください。

• 「RRI ディスタンス メトリック」（P.3）

• 「IPsec プロファイルにおける RRI ディスタンス メ
トリックの設定」（P.8）

• 「クリプト マップにおける RRI ディスタンス メト

リックの設定：例」（P.12）

• 「debug コマンドおよび show コマンドによる、VTI 
が設定されている RRI メトリックの設定の出力：

例」（P.14）

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。

reverse-route および set reverse-route

show crypto route コマンド 12.4(15)T このコマンドは、RRI または Easy VPN VTI を介して 
IPsec で作成されたルートを表示します。

IPsec プロファイルにおける RRI のサポート 12.4(15)T この機能では、主に VTI で使用されている IPsec プロ

ファイルの、対応する RRI オプションに対してサポート

が提供されます。

IPsec プロファイルにおける RRI のサポートの機能の詳

細については、次の各項を参照してください。

• 「IPsec プロファイルにおける RRI のサポート」（P.4）

タグ オプション設定の変更点 12.4(15)T 現在タグ オプション、IPsec プロファイル（set 
reverse-route tag コマンド）でサポートされています。

この拡張機能に関する詳細については、次の各項を参照

してください。

• 「タグ オプション設定の変更点」（P.4）

表 1 RRI の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能

IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能は、Reverse Route Injection（RRI; 逆ルート注入）および 
Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル）の 2 つの機能と IPsec で
構成されます。これらの 2 つの機能を一緒に使用して連携させることで、ユーザは VPN におけるネッ

トワーク設計を簡素化できるほか、ゲートウェイ リストの定義に関してリモート ピアの設定の複雑さ

を低減することができます。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の機能

情報」（P.13）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

目次
• 「IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能に関する情報」（P.1）

• 「IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の設定方法」（P.4）

• 「IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の設定例」（P.9）

• 「その他の参考資料」（P.11）

• 「IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の機能情報」（P.13）

IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能に関する情報
IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「逆ルート注入」（P.2）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能に関する情報
• 「ホットスタンバイ ルータ プロトコルおよび IPsec」（P.3）

逆ルート注入

Reverse Route Injection（RRI; 逆ルート注入）は、冗長性やロード バランシングが求められる Virtual 
Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）のネットワーク設計を簡素化します。

RRI は、ダイナミック クリプト マップとスタティック クリプト マップのどちらを使用する場合でも適

用できます。

RRI には次の利点があります。

• 複数の（冗長な）VPN ヘッドエンド デバイスがある環境で、IPsec トラフィックを特定の VPN 
ヘッドエンド デバイスにルーティングできます。

• 特に、リモート デバイスのルート フラッピングが多く発生する環境で IKE キープアライブを使用

するとき、ヘッドエンド デバイス間のリモート セッションの予測可能なフェールオーバー時間を

保証します（ルート収束の効果は考慮されません。これは、使用されるルーティング プロトコル

とネットワークの規模によって異なるためです）。

• ルートが動的にアップストリーム デバイスで学習されるので、アップストリーム デバイス上でス

タティック ルートを管理する必要はありません。

ダイナミック クリプト マップと連動する場合、リモート ピアが RRI 対応のルータとの IPsec セキュリ

ティ アソシエーション（SA）を確立すると、スタティック ルートが、そのリモート ピアによって保

護されたサブネットまたはホストごとに作成されます。スタティック クリプト マップの場合、スタ

ティック ルートが拡張アクセス リスト ルールの各宛先に対して作成されます。アクセス コントロール 
リスト（ACL）を持つスタティック クリプト マップで RRI を使用すると、IPsec SA のネゴシエー

ションがなくても、ルートは常に存在します。

（注） RRI を使用する ACL では、any キーワードを使用できません。

作成されたルートは任意のダイナミック ルーティング プロトコルに注入され、周囲のデバイスに配布

されます。このトラフィック フローでは、IPsec を正しい SA 全体に転送するために適切な RRI ルータ

に誘導し、IPsec ポリシーの不一致およびパケット喪失を回避する必要があります。

図 1 に、RRI 設定機能のトポロジを示します。リモート A にルータ A がサービスを提供し、リモート 
B はルータ B に接続します。このようにして、セントラル サイトにある VPN ゲートウェイ全体にロー

ドバランシングを提供します。セントラル サイトのデバイスの RRI により、ネットワーク内部の他の

ルータは、正しい転送判断を自動的に実行できるようになります。また、RRI により、内部ルータの

スタティック ルートを管理する必要がなくなります。
2
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図 1 逆ルート注入設定機能を示すトポロジ

ホットスタンバイ ルータ プロトコルおよび IPsec
Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロトコル）は、1 つのルータのアベ

イラビリティに頼らなくても、イーサネット ネットワークのホストから IP トラフィックをルーティン

グすることで、ネットワークのハイ アベイラビリティを実現します。HSRP は、ICMP Router 
Discovery Protocol（IRDP）などのルータ ディスカバリ プロトコルをサポートしないホスト、および

選択したルータがリロードしたときまたはオフになったときに新しいルータに切り替える機能を備えて

いないホストには特に便利です。この機能がないと、ルータ障害が原因でデフォルト ゲートウェイを

失うルータはネットワークと通信できません。

HSRP は、スタンバイ コマンドライン インターフェイス（CLI）コマンドを使用して LAN インター

フェイス上に設定できます。これで、ローカル IPsec ID またはローカル トンネル エンドポイントとし

てインターフェイスからスタンバイ IP アドレスを使用できます。

スタンバイ IP アドレスをトンネル エンドポイントとして使用すると、HSRP を使用してフェールオー

バーを VPN ルータに適用できます。リモート VPN ゲートウェイは、HSRP グループ内のアクティブ 
デバイスに所属するスタンバイ アドレスを使用してローカル VPN ルータに接続します。フェールオー

バーの際、スタンバイ デバイスはスタンバイ IP アドレスの所有権を引き継いで、リモート VPN ゲー

トウェイへのサービスを開始します。

フェールオーバーは、HSRP を使用して VPN ルータに適用できます。リモート VPN ゲートウェイは、

HSRP グループ内のアクティブ デバイスに所属するスタンバイ アドレスを使用してローカル VPN ルー

タに接続します。この機能では、定義の必要があるのは HSRP スタンバイ アドレスだけなので、ゲー

トウェイ リストの定義に関してリモート ピア上での設定の複雑さが軽減されます。

図 2 は拡張 HSRP 機能のトポロジを示しています。トラフィックは、スタンバイ グループのアクティ

ブ装置である、アクティブ ルータ P でサービスが提供されています。フェールオーバーが発生した場

合、トラフィックは、元のスタンバイ装置であるルータ S に迂回されます。ルータ S は新しいアク

ティブ ルータの役割を想定し、スタンバイ IP アドレスの所有権を引き継ぎます。

6
1
6
1
6

 A  B

 A  B

 

 A  A
 B  B
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  IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の設定方法
図 2 ホットスタンバイ ルータ プロトコル機能を示すトポロジ 

（注） フェールオーバーの場合、HSRP は、VPN ルータ間の IPsec 状態情報の転送を促進しません。つまり、

この状態の転送が行われない場合、リモートに対する SA が削除され、Internet Key Exchange（IKE; 
インターネット キー エクスチェンジ）および IPsec SA を再確立する必要があります。IPsec フェール

オーバーをさらに効率的に行うために、IKE キープアライブをすべてのルータ上でイネーブルにする

ことを推奨します。

IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の設定方法
ここでは、次の各手順について説明します。

• 「ダイナミック クリプト マップでの逆ルート注入の設定」（P.4）（必須）

• 「スタティック クリプト マップでの逆ルート注入の設定」（P.5）（必須）

• 「IPsec を使用した HSRP の設定」（P.7）（必須）

• 「VPN IPsec 暗号設定の確認」（P.8）（任意）

ダイナミック クリプト マップでの逆ルート注入の設定

標準スタティック クリプト マップ エントリのようなダイナミック クリプト マップ エントリは各セッ

トにグループ化されます。セットは、すべて同じダイナミック マップ名を持つダイナミック クリプト 
マップ エントリのグループですが、ダイナミック シーケンス番号はそれぞれ異なります。セットの各

メンバーは、RRI に設定できます。

ダイナミック クリプト マップ エントリを作成し、RRI をイネーブルにするには、この項の手順を実行

します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto dynamic-map map-name seq-num

61
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4. set transform-set

5. reverse-route

手順の詳細

スタティック クリプト マップでの逆ルート注入の設定

スタティック クリプト マップに RRI を設定する前に、次の内容に注意してください。

• 逆ルートが mymap 2 でイネーブルになっていない場合、ルートはアクセス リスト 102 に基づいて作

成されません。RRI は、デフォルトでイネーブルになっておらず、ルータ設定に表示されません。

• アップストリーム デバイスに VPN ルートを配布するには、ルーティング プロトコルをイネーブル

にしてください。

• RRI 用に設定された VPN ルータ上で Cisco Express Forwarding（CEF; シスコ エクスプレス フォ

ワーディング）が実行されている場合は、ネクスト ホップ デバイスを使用して、RRI 注入された

ネットワークごとに隣接を設定する必要があります。これらのルートに対してネクスト ホップが

ルーティング テーブルで明示的に定義されていないので、プロキシ ARP をネクスト ホップ ルー

タ上でイネーブルにする必要があります（このルータによりそのデバイスのレイヤ 2 アドレスを使

用して CEF 隣接関係を設定できます）。RRI 注入ルートが多い場合、RRI ルートが表す各サブネッ

トからエントリがデバイスごとに作成されるので、隣接関係テーブルが非常に大きくなることがあ

ります。この問題は、将来のリリースで解決する予定です。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入

力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto dynamic-map map-name seq-num

例：
Router (config)# crypto dynamic-map mymap 2

ダイナミック クリプト マップ エントリを作成し、

クリプト マップ コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 4 set transform-set 

例：
Router (config-crypto-m)# set transform-set 

このクリプト マップ エントリで許可するトラン

スフォーム セットを指定します。複数のトランス

フォーム セットをプライオリティの順に表示しま

す（ もプライオリティの高いものを先頭に表

示）。

このエントリは、ダイナミック クリプト マップ 
エントリで必要とされる唯一の設定文です。

ステップ 5 reverse-route

例：
Router (config-crypto-m)# reverse-route

送信元プロキシの情報を作成します。
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  IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の設定方法
スタティック クリプト マップ セットに RRI を追加するには、この項の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp

4. set peer ip-address

5. reverse-route

6. match address

7. set transform-set

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入

力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp 

例：
Router (config)# crypto map mymap 3 ipsec-isakmp 

ダイナミック クリプト マップ セットをスタ

ティック クリプト マップ セットに追加し、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。

ステップ 4 set peer ip-address

例：
Router (config-if)# set peer 209.165.200.248

クリプト マップ エントリに対して IPsec ピアの 
IP アドレスを指定します。

ステップ 5 reverse-route

例：
Router (config-if)# reverse-route

スタティック ルートをクリプト アクセス コント

ロール リスト（ACL）に基づいて動的に作成し

ます。

ステップ 6 match address

例：
Router (config-if)# match address

クリプト マップ エントリの拡張アクセス リスト

を指定します。

ステップ 7 set transform-set

例：
Router (config-if)# set transform-set

このクリプト マップ エントリで許可するトランス

フォーム セットを指定します。複数のトランス

フォーム セットをプライオリティの順に表示しま

す（ もプライオリティの高いものを先頭に表示）。
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  IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の設定方法
IPsec を使用した HSRP の設定

IPsec を使用して HSRP を設定する場合、次の条件を満たさなければならないことがあります。

• スタンバイ IP アドレスまたはスタンバイ名をインターフェイス上で変更した場合、HSRP をイン

ターフェイス上のクリプト マップに適用するときに、クリプト マップを再度適用する必要があり

ます。

• HSRP がインターフェイス上のクリプト マップに適用され、ユーザがそのインターフェイスから

スタンバイ IP アドレスまたはスタンバイ名を削除した場合、暗号トンネル エンドポイントは、そ

のインターフェイスの実際の IP アドレスに再初期化されます。

• ユーザが IPsec フェールオーバーの要件があるインターフェイスにスタンバイ IP アドレスおよび

スタンバイ名を追加する場合、適切な冗長情報を使用してクリプト マップを再度適用する必要が

あります。

• スタンバイ プライオリティは、アクティブ ルータとスタンバイ ルータ上で等しくなる必要があり

ます。等しくない場合、プライオリティが高いルータがアクティブ ルータを引き継ぎます。以前

アクティブだったルータが再度アップ状態になり、ただちにアクティブ ロールを引き継いたため

スタンバイの報告がされず同期化しない場合、接続は廃棄されます。

• HSRP 追跡されるインターフェイスの、スタンバイ ルータおよびアクティブ ルータ上の IP アドレス

は、他方のルータより低く、あるいは高くする必要があります。プライオリティが等しい（HA 要
件）場合、HSRP はアクティブ状態に基づいた IP アドレスを割り当てます。ルータ A のパブリック 
IP アドレスはルータ B のパブリック IP アドレスよりも低いが、プライベート インターフェイスに関

してはその逆になるようなアドレッシング方式が存在する場合、アクティブ /スタンバイとスタンバ

イ /アクティブのように分裂した状況が発生し、接続が切断される可能性があります。

（注） IPsec を使用せずに HSRP を設定するには、『Cisco IOS IP Application Services Configuration Guide』
の「Configuring IP Services」の章を参照してください。

インターフェイスにクリプト マップ セットを適用するには、この項の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type slot/port

4. standby name group-name

5. standby ip ip-address

6. crypto map map-name redundancy [standby-name]
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手順の詳細

VPN IPsec 暗号設定の確認

VPN IPsec 暗号設定を確認するには、この項の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. show crypto ipsec transform-set

3. show crypto map [interface interface | tag map-name]

4. show crypto ipsec sa [map map-name | address | identity] [detail]

5. show crypto dynamic-map [tag map-name]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入

力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface type slot/port

例：
Router (config)# interface GigabitEthernet 0/0

インターフェイスを指定し、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。

ステップ 4 standby name group-name

例：
Router (config-if)# standby name mygroup

スタンバイ グループ名を指定します（必須）。

ステップ 5 standby ip ip-address

例：
Router (config-if)# standby ip 209.165.200.249

スタンバイ グループの IP アドレスを指定します

（グループのいずれかのデバイスに必要）。

ステップ 6 crypto map map-name redundancy [standby-name]

例：
Router (config-if)# crypto map mymap redundancy

IPsec のトンネル エンドポイントとして IP 冗長ア

ドレスを指定します。
8
Cisco IOS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド：セキュア接続



 

IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能

  IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の設定例
手順の詳細

IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「ダイナミック クリプト マップでの逆ルート注入の設定」（P.4）

• 「例：スタティック クリプト マップでの逆ルート注入」（P.10）

• 「例：HSRP と IPsec」（P.10）

例：ダイナミック クリプト マップでの逆ルート注入

次の例では、ダイナミック クリプト マップ テンプレートの定義で reverse-route コマンドを使用する

ことにより、接続しているリモート IPsec ピアによって保護されている、すべてのリモート プロキシ

（サブネットまたはホスト）に対してルートが確実に作成されるようにします。

crypto dynamic mydynmap 1
    set transform-set esp-3des-sha
    reverse-route

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show crypto ipsec transform-set

例：
Router# show crypto ipsec transform-set

トランスフォーム セットの設定を表示します。

ステップ 3 show crypto map [interface interface | tag 
map-name]

例：
Router# show crypto map tag mycryptomap

クリプト マップ コンフィギュレーションを表示します。

ステップ 4 show crypto ipsec sa [map map-name | address | 
identity] [detail]

例：
Router# show crypto ipsec sa address detail

IPsec SA に関する情報を表示します。

ステップ 5 show crypto dynamic-map [tag map-name]

例：
Router# show crypto dynamic-map tag mymap

ダイナミック クリプト マップに関する情報を表示します。
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このテンプレートは、「親」クリプト マップ文に関連付けられてから、インターフェイスに適用されます。

crypto map mymap 3 ipsec-isakmp dynamic mydynmap

interface FastEthernet 0/0
crypto map mymap

例：スタティック クリプト マップでの逆ルート注入

RRI は、暗号化されたトラフィックを VPN ルータに転送し、他のトラフィックをすべて別のルータに

転送する必要があるトポロジに適したソリューションです。このようなシナリオでは、RRI により、

デバイスにスタティック ルートを手動で定義する必要はなくなります。

単一の VPN ルータが使用され、すべてのトラフィックがそのルータのネットワークのパスに出入りす

るときに VPN ルータを通過する場合、RRI は不要です。

ユーザがリモート プロキシの VPN ルータに手動でスタティック ルートを定義し、これらのルートを

永続的にルーティング テーブルにインストールする場合には、同じリモート プロキシをカバーするク

リプト マップ インスタンスで RRI をイネーブルにしないでください。この場合、ユーザ定義のスタ

ティック ルートが RRI によって削除されません。

ルーティング コンバージェンスの影響で、ルートのアドバタイズ（リンク状態と定期的な更新）に使

用される、ルーティング プロトコルに基づくフェールオーバーの成否が左右されることがあります。

ルーティング ステートの変更が検出された直後に、ルーティング アップデートが確実に送信されるよ

うにして、コンバージェンス時間を短縮するには、OSPF などのリンク ステート ルーティング プロト

コルを使用することを推奨します。

次の例では、RRI が mymap 2 に対してではなく、mymap 1 に対してイネーブルにされています。イン

ターフェイスにクリプト マップが適用されると、ルートが次のようなアクセス リスト 101 に基づいて

作成されます。

IP route 172.17.11.0 255.255.255.0 FastEthernet 0/0

crypto map mymap 1 ipsec-isakmp
   set peer 172.17.11.1
   reverse-route
   set transform-set esp-3des-sha
   match address 101
crypto map mymap 2 ipsec-isakmp
   set peer 10.1.1.1
   set transform-set esp-3des-sha
   match address 102

access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.17.11.0 0.0.0.255 
access-list 102 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.255.255

interface FastEthernet 0/0
    crypto map mymap

例：HSRP と IPsec
次の例では、すべてのリモート VPN ゲートウェイを、192.168.0.3 を介してルータに接続する方法を

示します。インターフェイス上のクリプト マップは、このスタンバイ アドレスを mymap のすべてのイ

ンスタンスのローカル トンネル エンドポイントとしてバインドすると同時に、同じスタンバイ グルー

プ（group1）に属しているアクティブ デバイスとスタンバイ デバイスの間で HSRP フェールオーバー

が確実に行われるようにします。
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  その他の参考資料
RRI により、HSRP グループ内のアクティブ デバイスだけが、リモート プロキシへのネクスト ホップ 
VPN ゲートウェイとして、内部のデバイスにアドバタイズできることにも注意してください。フェー

ルオーバーが発生すると、ルートは、以前アクティブだったデバイス上から削除され、新たにアクティ

ブになったデバイス上に作成されます。

crypto map mymap 1 ipsec-isakmp
    set peer 10.1.1.1
    reverse-route
    set transform-set esp-3des-sha
    match address 102

Interface FastEthernet 0/0
   ip address 192.168.0.2 255.255.255.0
   standby name group1
   standby ip 192.168.0.3
   crypto map mymap redundancy group1

access-list 102 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 10.0.0.0 0.0.255.255

スタンバイ名はスタンバイ グループ内のすべてのデバイスに設定する必要があり、スタンバイ アドレ

スはグループの少なくとも 1 つのメンバーに設定する必要があります。スタンバイ名がルータから削除

されると、IPsec SA は削除されます。スタンバイ名が再度追加された場合、使用される名前が同じか

どうかにかかわらず、（冗長オプションを使用して）クリプト マップをインターフェイスに再度適用す

る必要があります。

その他の参考資料

関連資料

規格

内容 参照先

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

IPsec を使用しない HSRP の設定 『Cisco IOS IP Application Services Configuration Guide』の

「Configuring IP Services」の章

IP security（IPsec）用のステートフル フェールオー

バーの設定

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Stateful Failover for IPsec」の章

Service Adapter VPN Acceleration Module 2
（SA-VAM2）の削除およびインストール

『VAM2 Installation and Configuration Guide』 

Cisco 7100 シリーズ VPN ルータの 初のハードウェ

ア設置と基本的な設定手順

『Cisco 7100 Series VPN Router Installation and Configuration 
Guide』 

Cisco 7200 VXR シリーズ ルータのハードウェアの交

換、設置、設定、またはメンテナンス

『Cisco 7200 VXR Installation and Configuration Guide』 

Cisco 7401ASR ルータの 初のハードウェア設置と基

本的な設定手順

『Cisco 7401ASR Installation and Configuration Guide』 

規格 タイトル

なし —
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  その他の参考資料
MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

MIB MIB リンク

なし 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

機能セットの 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

RFC タイトル

なし —

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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  IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の機能情報
IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の機能情報
表 1 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

表 1 IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能の機能情報

機能名 リリース 機能情報

IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能 12.1(9)E
12.2(8)T
12.2(11)T
12.2(9)YE
12.2(14)S
Cisco IOS XE 
3.1.0SG

IPsec VPN ハイ アベイラビリティ拡張機能は、Reverse 
Route Injection（RRI; 逆ルート注入）および Hot Standby 
Router Protocol（HSRP; ホットスタンバイ ルータ プロト

コル）の 2 つの機能と IPsec で構成されます。これらの 2 
つの機能を一緒に使用して連携させることで、ユーザは 
VPN におけるネットワーク設計を簡素化できるほか、ゲー

トウェイ リストの定義に関してリモート ピアの設定の複

雑さを低減することができます。

この機能は、12.2(11)T で Cisco AS5300 および 
Cisco AS5800 プラットフォームに導入されました。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「逆ルート注入」（P.2）

• 「ホットスタンバイ ルータ プロトコルおよび IPsec」
（P.3）

• 「ダイナミック クリプト マップでの逆ルート注入の設

定」（P.4）

• 「スタティック クリプト マップでの逆ルート注入の設

定」（P.5）

• 「IPsec を使用した HSRP の設定」（P.7）

• 「VPN IPsec 暗号設定の確認」（P.8） 

次のコマンドが導入または変更されました。crypto map
（インターフェイス IPsec）、reverse-route
13
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IPSEC 優先ピア

IP Security（IPsec; IP セキュリティ）優先ピア機能を使用すれば、フェールオーバー シナリオでクリ

プト マップ上の複数のピアが試行される環境を制御できます。

この機能には、次の機能が含まれます。

• デフォルト ピア設定

• デフォルト ピアでの IPsec アイドル タイマーの使用

この章で紹介する機能情報の入手方法

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、この章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。この章に記載されている特定の機能に関する説明へのリンク、および各機能がサポート

されているリリースのリストについては、「IPsec 優先ピアの機能情報」（P.9）を参照してください。

プラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および Catalyst OS ソフトウェア イメージ
の各サポート情報を検索するには 
Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および 
Cisco Catalyst OS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator 
には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。Cisco.com のアカウン

トは必要ありません。

この章の構成
• 「IPsec 優先ピアの前提条件」（P.2）

• 「IPsec 優先ピアの制約事項」（P.2）

• 「IPsec 優先ピアに関する情報」（P.2）

• 「IPsec 優先ピアの設定方法」（P.4）

• 「IPsec 優先ピアの設定例」（P.6）

• 「その他の参考資料」（P.7）

• 「コマンド リファレンス」（P.8）

• 「IPsec 優先ピアの機能情報」（P.9）

• 「用語集」（P.9）
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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IPsec 優先ピアの前提条件
• クリプト マップを正しく定義し、完成させておく必要があります。

IPsec 優先ピアの制約事項 
デフォルト ピア： 

• この機能は Dead Peer Detection（DPD; デッド ピア検出）と組み合せて使用する必要があります。

定期モードで DPD が実行されている、リモート サイト上で使用するのが も有効です。DPD に
よって、デバイスの障害が素早く検出され、デフォルト ピアが次に試行される接続用に試行され

るようにピア リストがリセットされます。

• クリプト マップ内のデフォルト ピアとして指定できるピアは 1 つだけです。

• デフォルト ピアはピア リスト内の 初のピアである必要があります。

デフォルト ピアでの IPsec アイドル タイマーの使用： 

• この機能は、それが設定されているクリプト マップ上でだけ動作します。すべてのクリプト マッ

プ用に機能をグローバルに設定はできません。

• グローバル アイドル タイマーが存在する場合、クリプト マップ アイドル タイマー値とグローバル

値は異なっている必要があります。同じである場合、アイドル タイマーがクリプト マップに追加

されません。

IPsec 優先ピアに関する情報
IPsec 優先ピアを設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「IPsec」（P.2）

• 「デッド ピア検出」（P.3） 

• 「デフォルト ピア設定」（P.3）

• 「アイドル タイマー」（P.4）

• 「デフォルト ピアでの IPsec アイドル タイマーの使用」（P.4）

• 「クリプト マップ上のピア」（P.4） 

IPsec

IPsec は、Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）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 により、インターネットなどの保護されていない

ネットワーク上で機密性の高い情報を送信する際にセキュリティを確保します。IPsec はネットワーク 
レイヤで機能し、Cisco ルータなどの参加している IPsec 装置（ピア）間の Internet Protocol（IP; イン

ターネット プロトコル）パケットを保護および認証します。

IPsec は、次のネットワーク セキュリティ サービスを提供します これらのサービスはオプションです。

一般に、ローカル セキュリティ ポリシーにより、これらのサービスを 1 つ以上使用するよう指示され

ます。

• データ機密性：ネットワークにパケットを伝送する前に IPSec 送信側がパケットを暗号化できます。
2
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• データ整合性：IPsec 受信者は、IPsec 送信者から送信されたパケットを認証し、伝送中にデータ

が変更されていないかを確認できます。

• データ送信元認証：IPsec 受信者は、送信された IPsec パケットの送信元を認証できます。

• アンチ リプレイ：IPsec 受信者は、再送されたパケットを検出し、拒否できます。

IPsec を使用すれば、データを、観測、変更、またはスプーフィングされることを心配することなく、

パブリック ネットワークを介して転送できます。これにより、インターネット、エクストラネット、

およびリモート ユーザ アクセスを含む、Virtual Private Networks（VPN; バーチャル プライベート 
ネットワーク）などのアプリケーションが可能となります。

IPsec は、2 つのピア（2 台のルータなど）間にセキュア トンネルを確立します。機密性が高く、セ

キュア トンネルを介して送信する必要があるパケットを定義し、セキュア トンネルの特性を指定する

ことによって、機密性の高いパケットを保護するために使用するパラメータを定義します。IPsec ピア

によってこのように機密性の高いパケットが検出されたら、そのピアによって、適切な、セキュアなト

ンネルが設定され、そのパケットがトンネルからリモート ピアに送信されます。

デッド ピア検出

VPN クライアントでは、DPD と呼ばれるキープアライブ メカニズムが使用され、IPsec トンネルの反

対側の VPN デバイスが利用できるかどうかがチェックされます。ネットワークが極端にビジーだった

り、信頼性が低下していたりした場合、ピアがこれからアクティブになることがないかどうか判断する

まで VPN クライアントが待機する時間の秒数を増加できます。

トラフィックが受信されると、キープアライブ パケットは送信されません。これにより、DPD に関連

したオーバーヘッドが低下します。高い負荷がかかっているネットワーク上では、トラフィックがトン

ネル上で受信されるために、送信されるキープアライブ パケットがきわめて少なくなるからです。さ

らに、DPD によってキープアライブ パケットが送信されるのは、送信されるユーザ トラフィックがあ

る（そして受信されるユーザ トラフィックがない）場合だけです。

Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）を、発信ユーザ データが存在し

ているかどうかにかかわらず DPD によってキープアライブ パケットが送信されるように設定できま

す。つまり、受信ユーザ データがないかぎり、キープアライブパケットは設定されたキープアライブ 
インターバルで送信されます。

デフォルト ピア設定

接続タイムアウトが発生した場合、現在のピアへの接続は終了します。set peer コマンドを使用すれ

ば、 初のピアをデフォルト ピアとして設定できます。デフォルト ピアが存在している状態で次回の

接続が開始された場合、その接続は、ピア リスト内の次のピアではなく、デフォルト ピアに直接接続

されます。デフォルト ピアの応答がない場合、ピア リスト内の次のピアが現在のピアとなり、クリプ

ト マップを介した次からの接続では、そのピアが試行されます。

この機能は、物理リンク上のトラフィックがリモート ピアの障害により停止した場合に便利です。DPD 
によって、リモート ピアが使用できないことが示されますが、そのピアは現在のピアのままです。

デフォルト ピアによって、過去に使用不可になったがサービスに復帰した優先ピアへのフェールオー

バーが容易になります。ユーザは、特定のピアに対してフェールオーバーのイベントにおけるプリファ

レンスを与えることが可能です。これは、元の障害の原因がリモート ピアの障害ではなく、ネット

ワーク接続の問題であった場合に便利です。
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アイドル タイマー 
Cisco IOS ソフトウェアを実行しているルータによってピアの IPsec Security Association（SA; セキュ

リティ アソシエーション）が作成される場合、その SA を維持するためにリソースを割り当てる必要

があります。SA には、メモリと、複数の管理されたタイマーが必要です。ピアがアイドル状態だと、

それらのリソースが無駄になってしまいます。あまりに多くのリソースがアイドル状態のピアによって

浪費されてしまうと、ルータによる他のピアとの新しい SA の作成ができなくなる可能性があります。

IPsec SA アイドル タイマーを使用すると、アイドル状態のピアに関連した SA を削除することによっ

てリソースの可用性を高めることが可能です。IPsec SA アイドル タイマーによってアイドル状態のピ

アによるリソースの浪費が防止されるので、必要に応じて新しい SA を作成するためにより多くのリ

ソースを利用できるようになります。

IPsec SA アイドル タイマーが設定されていない場合、IPsec SA のグローバル ライフタイムだけが適用

されます。SA は、ピアのアクティビティと関わりなく、グローバル タイマーが有効期限切れになるま

で維持されます。

デフォルト ピアでの IPsec アイドル タイマーの使用

現在のピアへのすべての接続がタイムアウトした場合、次に接続が開始された時には、set peer コマン

ドで設定されたデフォルト ピアに直接接続されます。デフォルト ピアが設定されていない状態で接続

タイムアウトが発生した場合、現在のピアはタイムアウトしたピアのままになります。

この機能拡張により、過去に使用不可になったが現在では稼動中の優先ピアに対するフェールオーバー

が容易になります。

クリプト マップ上のピア 
クリプト マップ セットには複数のエントリを含めることができ、それぞれが異なるアクセス リストに

対応します。ルータでは、クリプト マップ エントリが順番に検索され、そのエントリ内で指定された

アクセス リストとパケットの照合が試行されます。

パケットが特定のアクセス リスト内の permit エントリと一致し、対応するクリプト マップ エントリ

が Cisco としてタグが付けられていた場合、クリプト マップ内のピア設定ステートメントで指定され

たリモート ピアとの接続が確立されます。

IPsec 優先ピアの設定方法
ここでは、次の各手順について説明します。

• 「デフォルト ピアの設定」（P.4）（必須）

• 「アイドル タイマーの設定」（P.5）（任意）

デフォルト ピアの設定 
デフォルト ピアを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
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2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-num [ipsec-isakmp] [dynamic dynamic-map-name] [discover] [profile 
profile-name]

4. set peer {host-name [dynamic] [default] | ip-address [default] }

5. exit

手順の詳細

アイドル タイマーの設定

アイドル タイマーを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-num [ipsec-isakmp] [dynamic dynamic-map-name] [discover] [profile 
profile-name]

4. set security-association idletime seconds [default] 

5. exit

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-num [ipsec-isakmp] 
[dynamic dynamic-map-name] [discover] [profile 
profile-name] 

例：

Router(config)# crypto map mymap 10 
ipsec-isakmp 

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを開始し

ます。クリプト マップ エントリを作成または変更するか、

動的に作成されるクリプト マップ設定のテンプレートを提

供する暗号プロファイルを作成するか、またはクライアン

ト アカウンティング リストを設定します。

ステップ 4 set peer {host-name [dynamic] [default] | 
ip-address [default] }

例：

Router(config-crypto-map)# set peer 10.0.0.2 
default

クリプト マップ内の IPsec ピアを指定します。指定した

初のピアがデフォルト ピアとして定義されていることを確

認します。

ステップ 5 exit 

例：

Router(config-crypto-map)# exit 

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
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手順の詳細

IPsec 優先ピアの設定例
• 「デフォルト ピアの設定：例」（P.6） 

• 「IPsec アイドル タイマーの設定：例」（P.6） 

デフォルト ピアの設定：例

次に、IP アドレスが 10.1.1.1 である 初のピアがデフォルト ピアである例を示します。

crypto map tohub 1 ipsec-isakmp 
 set peer 10.1.1.1 default 
 set peer 10.2.2.2 

IPsec アイドル タイマーの設定：例

次に、現在のピアが 120 秒間アイドル状態になった場合の例を示します。デフォルト ピア 10.1.1.1
（set peer コマンドで指定）が、次に試行される接続で使用されます。

crypto map tohub 1 ipsec-isakmp 
 set peer 10.1.1.1 default 
 set peer 10.2.2.2 
 set security-association idletime 120 default 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-num [ipsec-isakmp] 
[dynamic dynamic-map-name] [discover] [profile 
profile-name] 

例：

Router(config)# crypto map mymap 10 
ipsec-isakmp 

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを開始し

ます。クリプト マップ エントリを作成または変更するか、

動的に作成されるクリプト マップ設定のテンプレートを提

供する暗号プロファイルを作成するか、またはクライアン

ト アカウンティング リストを設定します。

ステップ 4 set security-association idletime seconds 
[default] 

例：

Router(config-crypto-map)# set 
security-association idletime 120 default 

デフォルト ピアが使用される前に、現在のピアをアイドル

状態にしておける 大期間を指定します。

ステップ 5 exit 

例：

Router(config-crypto-map)# exit 

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。
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その他の参考資料
ここでは、IPsec 優先ピアに関する関連資料について説明します。

関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

IPsec 「Security for VPNs with IPsec」

クリプト マップ • 「Security for VPNs with IPsec」

• 「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」

DPD 「IPsec Dead Peer Detection Periodic Message Option」 

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

規格 タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格または変

更された規格はありません。またこの機能による既存

規格のサポートに変更はありません。

—

MIB MIB リンク

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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC や変更

された RFC はありません。またこの機能による既存 
RFC のサポートに変更はありません。

—
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シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• set peer（IPsec）

• set security-association idle-time

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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IPsec 優先ピアの機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアク

セスできます。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

用語集
SA：Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）。データ フローに適用されるセキュ

リティ ポリシーおよびキー関連情報のインスタンスです。SA は、IKE と IPsec の双方で使用されます

が、各 SA は互いに独立しています。IPsec SA は単方向通信であり、セキュリティ プロトコルごとに

一意です。IKE SA は、IPsec SA とは異なって双方向通信であり、使用されるのは IKE に限られます。

SA のネゴシエーションおよび確立は、IPsec ではなく IKE によって行われます。また、IPsec SA は
ユーザが手動で確立できます。保護されたデータ パイプに対しては、各プロトコルおよび各通信方向

ごとに 1 組の SA が必要です。たとえば、ピア間で Encapsulating Security Payload（ESP; カプセル化

セキュリティ ペイロード）をサポートするパイプに対しては、それぞれの通信方向ごとに 1 つの ESP 
SA が必要です。SA は、宛先（IPsec エンドポイント）のアドレス、セキュリティ プロトコル（AH ま
たは ESP）、および Security Parameter Index（SPI; セキュリティ パラメータ インデックス）によって

一意に識別されます。

キープアライブ メッセージ：1 つのネットワーク デバイスからもう 1 つのネットワークデバイスに対

して、2 つのネットワーク デバイス間の仮想回線がまだアクティブであることを通知するために送信さ

れるメッセージ。

クリプト アクセス リスト：暗号によって保護する IP トラフィック、および暗号によって保護しないト

ラフィックが定義されたリスト。

表 1 IPsec 優先ピアの機能情報

機能名 リリース 機能情報

IPSEC 優先ピア 12.3(14)T
12.2(33)SRA
12.2(33)SXH

IPsec 優先ピア機能を使用すれば、フェールオーバー シナ

リオでクリプト マップ上の複数のピアが試行される環境を

制御できます。

12.3(14)T では、この機能が導入されました。

12.2(33)SRA では、この機能、set peer（IPsec）コマン

ド、および set security-association idle-time コマンドが

このリリースに統合されました。
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  用語集
クリプト マップ：IPsec によって保護する必要があるトラフィック、送信する必要がある IPsec 保護対

象トラフィック、およびこのトラフィックに適用する必要がある IPsec トランスフォーム セットが指

定されたマップ。

デッドピア検出：応答しないピアを検出することをルータに可能にさせる機能。

トランスフォーム セット：IPsec 保護されたトラフィックに適用されるセキュリティ プロトコル、ア

ルゴリズムおよびその他の設定の適切な組み合せです。IPsec SA のネゴシエーション中に、ピアは、

特定のトランスフォーム セットを使用して特定のデータ フローを保護することに合意します。

ピア：IPsec および IKE に参加するルータまたはその他のデバイス。IPsec においては、ピアは、キー

の交換またはデジタル証明書の交換のどちらかを通じてセキュアに通信するデバイスまたはエンティ

ティです。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2007 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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IPsec トンネル ピアの Real-Time 
Resolution

リモート IP Security（IPsec; IP セキュリティ）ピアにホスト名（IP アドレスではない）を指定した後、

IPsec トンネル ピアの Real-Time Resolution 機能を使用すると、ルータが IPsec トンネルを確立する前

にドメイン ネーム サーバ（DNS）でホスト名を名前解決できます。これにより、ピアの IP アドレスが

変更されたかどうかをルータが直ちに検出できます。

IPsec トンネル ピアの Real-Time Resolution の機能履歴

プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージ

の各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。アクセスには、Cisco.com の
アカウントが必要です。アカウントを持っていないか、ユーザ名またはパスワードが不明の場合は、ロ

グイン ダイアログボックスの [Cancel] をクリックし、表示される指示に従ってください。

この章の構成
• 「IPsec トンネル ピアの Real-Time Resolution の制約事項」（P.2）

• 「IPsec トンネル ピアの Real-Time Resolution に関する情報」（P.2）

• 「Real-Time Resolution の設定方法」（P.2）

• 「Real-Time Resolution の設定例」（P.4）

• 「その他の参考資料」（P.5）

• 「コマンド リファレンス」（P.7）

リリース 変更点

12.3(4)T この機能が追加されました。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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IPsec トンネル ピアの Real-Time Resolution の制約事項

セキュア DNS の要件

この機能はセキュア DNS とだけ使用し、さらに、DNS の応答を認証できる場合に使用することを推奨

します。それ以外の場合に使用すると、攻撃者が DNS の応答を偽装または強制し、証明書などの 
Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）認証データへのアクセス権を取得

するおそれがあります。攻撃者は、発信側のホストによって信頼されている証明書を取得すると、

フェーズ 1 の IKE Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）を確立したり、発信側

と実際の応答側で共有されている事前共有鍵を推測しようとしたりします。

DNS 発信側

DNS によるリモート IPsec ピアの名前解決が機能するのは、ピアを発信側として使用する場合だけで

す。暗号化される 初のパケットが DNS lookup を開始します。DNS lookup が完了すると、これに続

くパケットによって IKE が開始されます。

IPsec トンネル ピアの Real-Time Resolution に関する情報
IPsec ピアに対して Real-Time Resolution を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「セキュア DNS による Real-Time Resolution の利点」（P.2）

セキュア DNS による Real-Time Resolution の利点

リモート IPsec ピアのホスト名を set peer コマンドで指定する際、キーワード dynamic も発行できま

すが、このキーワードを使用すると IPsec トンネルが確立される直前まで、DNS によるホスト名の解

決が遅れます。解決が遅れることで、Cisco IOS ソフトウェアはリモート IPsec ピアの IP アドレスが変

更されたかどうかを検出できます。こうしてこのソフトウェアは、新しい IP アドレスでこのピアと通

信できるようになります。

キーワード dynamic を発行しない場合は、ホスト名は指定後すぐに解決されます。このため、Cisco 
IOS ソフトウェアは IP アドレスの変更を検知できず、以前に解決した IP アドレスに対して接続を試み

ます。

DNS 解決によって、確立した IPsec トンネルがセキュアで、認証済みであることが保証されます。

Real-Time Resolution の設定方法 
ここでは、次の手順について説明します。

• 「IPsec ピアの Real-Time Resolution の設定」（P.2）

IPsec ピアの Real-Time Resolution の設定

この作業で、DNS によるリモート IPsec ピアのリアルタイム DNS 決を実行するようにルータを設定し

ます。これにより、DNS lookup によるピアのホスト名の解決は、ルータがピアと接続（IPsec トンネ

ル）を確立する直前になります。
2
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  Real-Time Resolution の設定方法
前提条件

クリプト マップを作成する前に、次の作業を実行してください。

• Internet Security Association Key Management Protocol（ISAKMP）ポリシーの定義。

• IPsec トランスフォーム セットの定義。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp 

4. match address access-list-id

5. set peer {host-name [dynamic] | ip-address}

6. set transform-set transform-set-name1 [transform-set-name2...transform-set-name6]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp

例：

Router(config)# crypto map secure_b 10 
ipsec-isakmp 

作成または変更するクリプト マップ エントリを指定して、

暗号マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 match address access-list-id 

例：

Router(config-crypto-m)# match address 140

拡張アクセス リストに名前を付けます。

このアクセス リストは、このクリプト マップ エントリに

照らして、IPsec で保護する必要があるトラフィックと、

IPsec で保護しないトラフィックを決定します。
3
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  Real-Time Resolution の設定例
トラブルシューティングのヒント

クリプト マップの設定情報を表示するには、show crypto map コマンドを使用します。

次の作業

IPsec トラフィック フローが通過する各インターフェイスにクリプト マップ セットを適用する必要があ

ります。インターフェイスにクリプト マップ セットを適用すると、ルータには、接続中にクリプト マッ

プ セットに対してすべてのインターフェイスのトラフィックを評価し、暗号で保護するトラフィックの

ために、指定されたポリシーまたは SA のネゴシエーションを使用するように指示されます。

Real-Time Resolution の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「IPsec ピアの Real-Time Resolution の設定：例」（P.4）

IPsec ピアの Real-Time Resolution の設定：例

図 1 および次の例を使って、Cisco IOS ソフトウェアがリモート IPsec ピアとの間で接続を確立しよう

とする直前に、そのピアのホスト名を DNS lookup で DNS 解決するように設定するクリプト マップの

作成方法を説明します。

ステップ 5 set peer {host-name [dynamic] | ip-address}

例：

Router(config-crypto-m)# set peer b.cisco.com 
dynamic

リモート IPsec ピアを指定します。

このピアは、IPsec で保護されたトラフィックの転送先と

なるピアです。

• dynamic：ルータがリモート ピアとの間で IPsec トン

ネルを確立する直前に DNS lookup でホスト名を解決

するようにします。このキーワードを指定しない場

合、ホスト名は指定後すぐに解決されます。

複数のリモート ピアに対して、同じ作業を繰り返します。

ステップ 6 set transform-set transform-set-name1 
[transform-set-name2...transform-set-name6] 

例：

Router(config-crypto-m)# set transform-set 
myset

このクリプト マップ エントリで許可するトランスフォー

ム セットを指定します。複数のトランスフォーム セット

をプライオリティの順に表示します（ もプライオリティ

の高いものを先頭に表示）。

コマンドまたはアクション 目的
4
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図 1 Real-Time Resolution のサンプル トポロジ

! Configure the initiating router.
hostname a.cisco.com
ip domain name cisco.com
ip name server 10.0.0.1 
! 
crypto map secure_b 10 ipsec-isakmp
  match address 140
  set peer b.cisco.com dynamic 
  set transform-set xset
interface serial1
  ip address 30.0.0.1
  crypto map secure_b
access-list 140 permit ...
!
! Configure the responding router (the remote IPSec peer).
hostname b.cisco.com
!
crypto map secure_a 10 ipsec-isakmp
  match address 150
  set peer 30.0.0.1
  set transform-set
interface serial0/1
  ip address 40.0.0.1
  crypto map secure_a
access-list 150 ...

! DNS server configuration

b.cisco.com    40.0.0.1       # the address of serial0/1 of b.cisco.com

その他の参考資料
ここでは、IPsec トンネル ピアの Real-Time Resolution の関連資料について説明します。

DNS 
10.0.0.1

IPSec 
b.cisco.com

10
31

12

a.cisco.com
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  その他の参考資料
関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

クリプト マップ 「Security for VPNs with IPsec」

ISAKMP ポリシー 「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」

IPsec および IKE の設定コマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

なし —
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  コマンド リファレンス
シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• set peer（IPsec）

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport
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IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張と
ディセーブル化

Cisco IP security（IPsec; IP セキュリティ）認証では、暗号化されたパケットそれぞれに対して固有の

シーケンス番号を割り当てることによって、暗号化されたパケットを複製する攻撃者に対するアンチ 
リプレイ保護が提供されます。それらの番号に基づいて、デクリプタが検知したパケットを追跡しま

す。現在、デフォルトのウィンドウ サイズは、64 パケットです。一般的にはこの数字（ウィンドウ サ
イズ）で十分ですが、このウィンドウ サイズを拡張する必要がある場合もあります。IPsec アンチ リ
プレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化機能を使用すれば、ウィンドウ サイズを拡張でき、デクリ

プタによる 64 を超すパケットの追跡が可能となります。

IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化機能履歴

プラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および Catalyst OS ソフトウェア イメージ
の各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および 
Cisco Catalyst OS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator 
には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。Cisco.com のアカウン

トは必要ありません。

この章の構成
• 「IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化の前提条件」（P.2）

• 「IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化に関する情報」（P.2）

• 「IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化機能の設定方法」（P.2）

• 「IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化の設定例」（P.5）

• 「その他の参考資料」（P.8）

• 「コマンド リファレンス」（P.9）

リリース 変更点

12.3(14)T この機能が追加されました。

12.2(33)SRA この機能は、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合されました。

12.2(18)SXF6 この機能は、Cisco IOS Release 12.2(18)SXF6 に統合されました。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化
の前提条件

• この機能を設定する前に、クリプト マップまたは暗号プロファイルを作成しておく必要があります。

IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化
に関する情報

IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化機能を設定するには、次の概念を理解して

おく必要があります。

• 「IPsec アンチ リプレイ ウィンドウ」（P.2）

IPsec アンチ リプレイ ウィンドウ

Cisco IPsec 認証では、暗号化されたパケットそれぞれに対して固有のシーケンス番号を割り当てるこ

とによって、暗号化されたパケットを複製する攻撃者に対するアンチ リプレイ保護が提供されます

（セキュリティ アソシエーション（SA）アンチ リプレイは、受信側が、リプレイ アタックから自身を

保護するために、古いまたは重複したパケットを拒否できるセキュリティ サービスです）。すでに検知

したシーケンス番号はデクリプタによって対象から外されます。エンクリプタによって、シーケンス番

号が昇順で割り当てられます。すでに検出されている も高いシーケンス番号である値 X はデクリプ

タによって記録されます。また、デクリプタによって、X-N+1 ～ X まで（N はウィンドウ サイズ）の

シーケンス番号を持つパケットが検出されているかどうかも記録されます。シーケンス番号 X-N を持

つすべてのパケットは廃棄されます。現在、N は 64 に設定されているので、デクリプタによって追跡

できるパケットは 64 までです。

ただし、64 パケットのウィンドウ サイズで不十分である場合もあります。たとえば、Cisco Quality of 
Service（QoS）によって、ハイプライオリティ パケットにプライオリティが与えられている場合、一

部のロープライオリティ パケットが、それらがデクリプタによって受信された 新の 64 パケットの 1 
つにもかかわらず、廃棄されてしまう可能性があります。IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張と

ディセーブル化機能を使用すれば、ウィンドウ サイズを拡張でき、デクリプタによる 64 を超すパケッ

トの追跡が可能となります。

アンチ リプレイ ウィンドウ サイズを増加させても、スループットおよびセキュリティに影響はありま

せん。メモリに対する影響は大きなものになります。デクリプタ上にシーケンス番号を保管するうえで

必要なのは、着信 IPsec SA 毎に 128 バイトだけ余分であればよいからです。1024 ウィンドウ サイズ

をフルに使用して、アンチ リプレイ問題が発生する可能性を根絶することを推奨します。

IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化
機能の設定方法

ここでは、次の各手順について説明します。

• 「IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化のグローバル設定」（P.3）（任意）

• 「クリプト マップ上における IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化の設定」

（P.3）（任意）
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IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化のグローバル設
定

IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化をグローバルに設定する（その結果、個々

のクリプト マップに基づいて個別に上書きされるものを除き、作成されるすべての SA が影響を受け

ます）には、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec security-association replay window-size [N]

4. crypto ipsec security-association replay disable

手順の詳細

クリプト マップ上における IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張と
ディセーブル化の設定

クリプト マップ上で IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化を、特定のクリプト 
マップまたはプロファイルを使用して作成された SA に影響を与えるように設定するには、次の手順を

実行します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec security-association replay 
window-size [N]

例：
Router (config)# crypto ipsec 
security-association replay window-size 256

SA リプレイ ウィンドウのサイズをグローバルに設定しま

す。

（注） このコマンドまたは crypto ipsec 
security-association replay disable コマンドを設

定します。この 2 つのコマンドは、同時に使用で

きません。

ステップ 4 crypto ipsec security-association replay 
disable

例：
Router (config)# crypto ipsec 
security-association replay disable

検査をグローバルにイネーブルにします。

（注） このコマンドまたは crypto ipsec 
security-association replay window-size コマンド

を設定します。この 2 つのコマンドは、同時に使

用できません。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-num [ipsec-isakmp] 

4. set security-association replay window-size [N]

5. set security-association replay disable

手順の詳細

トラブルシューティングのヒント

• 受信されるパケットの数に対して十分高い数字がリプレイ ウィンドウ サイズに設定されていない

場合、次のようなシステム メッセージが受信されます。

*Nov 17 19:27:32.279: %CRYPTO-4-PKT_REPLAY_ERR: decrypt: replay check failed 
connection id=1

受信されたメッセージが、アンチ リプレイ ウィンドウの範囲を超えていると判断されると、上記

メッセージが生成されます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-num [ipsec-isakmp]

例：
Router (config)# crypto map ETHO 17 
ipsec-isakmp

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを開始し、

動的に作成されるクリプト マップの設定のためのテンプ

レートを提供する暗号プロファイルを作成します。

ステップ 4 set security-association replay window-size 
[N]

例：
Router (crypto-map)# set security-association 
replay window-size 128

特定のクリプト マップ、ダイナミック クリプト マップ、

または暗号プロファイルによって指定されたポリシーを使

用して作成される SA を制御します。

（注） このコマンドまたは set security-association 
replay disable コマンドを設定します。この 2 つの

コマンドは、同時に使用できません。

ステップ 5 set security-association replay disable

例：
Router (crypto-map)# set security-association 
replay disable

特定のクリプト マップ、ダイナミック クリプト マップ、

または暗号プロファイルに対するリプレイ検査をディセー

ブルにします。

（注） このコマンドまたは set security-association 
replay window-size コマンドを設定します。この 2 
つのコマンドは、同時に使用できません。
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IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化
の設定例

ここでは、次の設定例を示します。

• 「アンチ リプレイ ウィンドウのグローバルな拡張とディセーブル化：例」（P.5）

• 「特定のクリプト マップ、ダイナミック クリプト マップ、または暗号プロファイルのアンチ リプ

レイ ウィンドウの拡張およびディセーブル化の例」（P.6）

アンチ リプレイ ウィンドウのグローバルな拡張とディセーブル化：例

次の例は、アンチ リプレイ ウィンドウ サイズがグローバルに 1024 に設定されていることを示してい

ます。

version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname VPN-Gateway1
!

boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
clock timezone EST 0
no aaa new-model
ip subnet-zero
!
!
ip audit po max-events 100
no ftp-server write-enable
!
!
crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
crypto isakmp key cisco123 address 192.165.201.2 !
crypto ipsec security-association replay window-size 1024 !
crypto ipsec transform-set basic esp-des esp-md5-hmac !
crypto map mymap 10 ipsec-isakmp
 set peer 192.165.201.2
 set transform-set basic
 match address 101
!
!
interface Ethernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
!
interface Serial1/0
 ip address 192.165.200.2 255.255.255.252  serial restart-delay 0  crypto map mymap !
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.165.200.1
no ip http server
no ip http secure-server
!
!

5
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access-list 101 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 172.16.2.0 0.0.0.255 access-list 101 
remark Crypto ACL 
!
!
control-plane
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
!
end

特定のクリプト マップ、ダイナミック クリプト マップ、または暗号プロ
ファイルのアンチ リプレイ ウィンドウの拡張およびディセーブル化の例

次の例では、アンチ リプレイ検査が、172.17.150.2 への IPsec 接続に関してディセーブルにされてい

るが、172.17.150.3 および 172.17.150.4 への IPsec 接続に関してはイネーブル（および、デフォルト

のウィンドウ サイズが 64）にされていることを示しています。

service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname networkserver1
!
enable secret 5 $1$KxKv$cbqKsZtQTLJLGPN.tErFZ1 enable password ww !
ip subnet-zero
!
cns event-service server

crypto isakmp policy 1
authentication pre-share

crypto isakmp key cisco170 address 172.17.150.2 crypto isakmp key cisco180 address 
172.17.150.3 crypto isakmp key cisco190 address 172.17.150.4

crypto ipsec transform-set 170cisco esp-des esp-md5-hmac crypto ipsec transform-set 
180cisco esp-des esp-md5-hmac crypto ipsec transform-set 190cisco esp-des esp-md5-hmac

crypto map ETH0 17 ipsec-isakmp
 set peer 172.17.150.2
 set security-association replay disable set transform-set 170cisco match address 170 
crypto map ETH0 18 ipsec-isakmp  set peer 192.168.1.3 set transform-set 180cisco match 
address 180 crypto map ETH0 19 ipsec-isakmp set peer 192.168.1.4 set transform-set 
190cisco match address 190 !
interface Ethernet0
 ip address 172.17.150.1 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 no mop enabled
 crypto map ETH0
!
interface Serial0
 ip address 172.16.160.1 255.255.255.0
 no ip directed-broadcast
 no ip mroute-cache
 no fair-queue
6
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!
ip classless
ip route 172.18.170.0 255.255.255.0 172.17.150.2 ip route 172.19.180.0 255.255.255.0 
172.17.150.3 ip route 172.20.190.0 255.255.255.0 172.17.150.4 no ip http server !

access-list 170 permit ip 172.16.160.0 0.0.0.255 172.18.170.0 0.0.0.255 access-list 180 
permit ip 172.16.160.0 0.0.0.255 172.19.180.0 0.0.0.255 access-list 190 permit ip 
172.16.160.0 0.0.0.255 172.20.190.0 0.0.0.255 !
dialer-list 1 protocol ip permit
dialer-list 1 protocol ipx permit
!
line con 0
transport input none
line aux 0
line vty 0 4
password ww
login
end
7
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その他の参考資料
次の項では、IPsec アンチ リプレイ ウィンドウの拡張とディセーブル化の関連資料を示します。

関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

Cisco IOS コマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』

IP セキュリティおよび暗号化 「Configuring Security for VPNs with IPsec」

規格 タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格または変

更された規格はありません。またこの機能による既存

規格のサポートに変更はありません。

—

MIB MIB リンク

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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC や変更

された RFC はありません。またこの機能による既存 
RFC のサポートに変更はありません。

—
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シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• crypto ipsec security-association replay disable

• crypto ipsec security-association replay window-size

• set security-association replay disable

• set security-association replay window-size

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』 

（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool 

（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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機能の履歴

このフィーチャ モジュールでは、Cisco IOS Release 12.2(13)T および 12.2(14)S の IPsec VPN の 
Pre-fragmentation 機能について説明します。次の項で構成されています。

• 「機能の概要」（P.1）

• 「サポートされているプラットフォーム」（P.3）

• 「サポートされている規格、MIB、および RFC」（P.5）

• 「設定作業」（P.5）

• 「設定例」（P.7）

• 「コマンド リファレンス」（P.8）

機能の概要
パケットのサイズが暗号化ルータのアウトバウンド リンクの 大伝送ユニット（MTU）のサイズに近

く、IPsec ヘッダーを含んでカプセル化されている場合は、アウトバウンド リンクの MTU を超えるこ

とがあります。この場合、暗号化の後にパケットのフラグメンテーションが行われます。これにより、

復号化ルータがプロセス パスでパケットを再編成します。IPsec VPN の Pre-fragmentation により、プ

ロセス パスではなく高パフォーマンスの CEF パスで復号化ルータが動作可能になるため、復号化ルー

タのパフォーマンスが向上します。

この機能により復号化ルータは、トランスフォーム セット（IPsec Security Association（SA; セキュリ

ティ アソシエーション）の一部として設定されています）の利用可能な情報を基に、カプセル化され

ているパケットのサイズを事前に確認できます。パケットのサイズが出力インターフェイスの MTU を
超えることが前もって確認されると、パケットは暗号化前にフラグメント化（分割）されます。この機

能を使用すると、復号化前にプロセス レベルでパケットを再編成する必要がなくなるため、復号化の

パフォーマンスと IPsec トラフィックの全体的なスループットが向上します。

リリース 変更点

12.1(11b)E この機能が追加されました。

12.2(13)T この機能は、Cisco IOS Release 12.2(13)T に統合されました。

12.2(14)S この機能は、Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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  機能の概要
（注） トンネル インターフェイスの Pre-fragmentation 機能はデフォルトでオフになっています。プレフラグ

メンテーションによってパフォーマンスを向上させるには、トンネル インターフェイスの両端に同じ 
MTU があることを確認してから、Pre-fragmentation 機能をオンにします。

利点

パフォーマンスの向上

暗号化ハードウェア アクセラレータの 大速度の暗号化スループットを実現します。パフォーマンス

が向上するのは、パケットのサイズが MTU のサイズに近い場合です。

均一なフラグメンテーション

同じサイズの単位にパケットが分割され、以降の処理ではフラグメンテーションが不要になります。

相互運用性

この機能は、すべての Cisco IOS プラットフォームおよび多数の Cisco VPN クライアントと連携可能

です。

制約事項

この機能の設定前に次の情報を考慮してください。

• IPsec VPN の Pre-fragmentation は IPsec トンネル モードおよび GRE を使用する IPsec トンネル 
モードで動作し、IPsec トランスポート モードでは動作しません。

• トラフィックが単一方向のネットワーク上で復号ルータに IPsec VPN の Pre-fragmentation を設定

しても、パフォーマンスは向上せず、それぞれのピアの動作は変わりません。

• 発信パケットの圧縮がオンになっている場合は、IPsec VPN の Pre-fragmentation は変換前に実行

されます。

• IPsec VPN の Pre-fragmentation は出力インターフェイス crypto ipsec df-bit の設定によって機能

が異なります。着信パケットは（DF）ビットの状態を「分割しません」。表 1 を参照してくださ

い。

表 1 IPsec VPN の Pre-fragmentation の依存関係

IPsec VPN の 
Pre-fragmentation 
機能の状態（イネーブ

ル /ディセーブル）

出力インターフェイス

「crypto ipsec df-bit」
の設定

着信パケット DF ビッ

トの状態 結果

イネーブル crypto ipsec df-bit クリア 0 暗号化前にフラグメン

テーションが実行され

ます。

イネーブル crypto ipsec df-bit クリア 1 暗号化前にフラグメン

テーションが実行され

ます。
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IPsec VPN の Pre-fragmentation
  サポートされているプラットフォーム
サポートされているプラットフォーム

12.2(14)S 以降

IPsec VPN の Pre-fragmentation 機能は次のプラットフォームでサポートされています。

• Cisco 7200 シリーズ

• Cisco 7400 シリーズ

12.2(13)T

IPsec VPN の Pre-fragmentation 機能は、Cisco IOS Release 12.2(13)T 以降を使用する、次のすべての

プラットフォームでサポートされています。

ディセーブル crypto ipsec df-bit クリア 0 暗号化後にフラグメン

テーションが実行さ

れ、復号前にパケット

が再編成されます。

ディセーブル crypto ipsec df-bit クリア 1 暗号化後にフラグメン

テーションが実行さ

れ、復号前にパケット

が再編成されます。

イネーブル crypto ipsec df-bit セット 0 暗号化前にフラグメン

テーションが実行され

ます。

イネーブル crypto ipsec df-bit セット 1 パケットは廃棄されま

す。

ディセーブル crypto ipsec df-bit セット 0 暗号化後にフラグメン

テーションが実行さ

れ、復号前にパケット

が再編成されます。

ディセーブル crypto ipsec df-bit セット 1 パケットは廃棄されま

す。

イネーブル crypto ipsec df-bit コピー 0 暗号化前にフラグメン

テーションが実行され

ます。

イネーブル crypto ipsec df-bit コピー 1 パケットは廃棄されま

す。

ディセーブル crypto ipsec df-bit コピー 0 暗号化後にフラグメン

テーションが実行さ

れ、復号前にパケット

が再編成されます。

ディセーブル crypto ipsec df-bit コピー 1 パケットは廃棄されま

す。

表 1 IPsec VPN の Pre-fragmentation の依存関係 （続き）

IPsec VPN の 
Pre-fragmentation 
機能の状態（イネーブ

ル /ディセーブル）

出力インターフェイス

「crypto ipsec df-bit」
の設定

着信パケット DF ビッ

トの状態 結果
3



IPsec VPN の Pre-fragmentation
  サポートされているプラットフォーム
• Cisco 1710 

• Cisco 1720 

• Cisco 1721 

• Cisco 1751 

• Cisco 1760 

• Cisco 2600 

• Cisco 2691 

• Cisco 3620 

• Cisco 3640 

• Cisco 3660 

• Cisco 3725 

• Cisco 3745 

• Cisco 7100 シリーズ 

• Cisco 7200 シリーズ

• Cisco 7400 シリーズ

12.1(11b)E

IPsec VPN の Pre-fragmentation 機能は、Cisco IOS Release 12.1(11b)E 以降を使用する、次のすべて

のプラットフォームでサポートされています。

• Cisco 7100 シリーズ

Cisco Feature Navigator を使用したプラットフォーム サポートの特定

Cisco IOS ソフトウェアは、特定のプラットフォームがサポートされている機能セットにパッケージン

グされています。この機能のプラットフォーム サポートに関連した更新情報を取得するには、Cisco 
Feature Navigator にアクセスします。新しいプラットフォーム サポートが機能に追加されると、Cisco 
Feature Navigator によって、サポートされているプラットフォームのリストが自動的に更新されます。

Cisco Feature Navigator は Web ベースのツールであり、特定の機能セットがサポートされている 
Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および、特定の Cisco IOS イメージ内でサポートされている機能を

特定できます。機能またはリリースごとに検索できます。リリース セクションでは、各リリースを横

に並べて比較し、各ソフトウェア リリースに固有の機能と共通機能の両方を表示できます。

Cisco Feature Navigator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を

忘れたり、紛失したりした場合は、空の E メールを cco-locksmith@cisco.com に送信してください。

自動チェックによって、E メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうかが確認されます。

チェックが正常に終了したら、ランダムな新しいパスワードとともにアカウントの詳細が E メールで

届きます。資格のあるユーザは、Cisco.com のアカウントを作成できます。次の URL にある指示に

従ってください。

http://www.cisco.com/register

Cisco Feature Navigator は定期的に更新されています（Cisco IOS ソフトウェアの主要なリリース時お

よびテクノロジー リリース時）。 新情報については、次の URL から Cisco Feature Navigator ホーム

ページにアクセスしてください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp

• Cisco 1710 

• Cisco 1720 

• Cisco 1721 

• Cisco 1751 

• Cisco 1760 

• Cisco 2600 

• Cisco 2691 

• Cisco 3620 

• Cisco 3640 

• Cisco 3660 

• Cisco 3725 

• Cisco 3745 

• Cisco 7100 シリーズ 

• Cisco 7200 シリーズ

• Cisco 7400 シリーズ

12.1(11b)E

IPsec VPN の Pre-fragmentation 機能は、Cisco IOS Release 12.1(11b)E 以降を使用する、次のすべて

のプラットフォームでサポートされています。

• Cisco 7100 シリーズ

Cisco Feature Navigator を使用したプラットフォーム サポートの特定

Cisco IOS ソフトウェアは、特定のプラットフォームがサポートされている機能セットにパッケージン

グされています。この機能のプラットフォーム サポートに関連した更新情報を取得するには、Cisco 
Feature Navigator にアクセスします。新しいプラットフォーム サポートが機能に追加されると、Cisco 
Feature Navigator によって、サポートされているプラットフォームのリストが自動的に更新されます。

Cisco Feature Navigator は Web ベースのツールであり、特定の機能セットがサポートされている 
Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および、特定の Cisco IOS イメージ内でサポートされている機能を

特定できます。機能またはリリースごとに検索できます。リリース セクションでは、各リリースを横

に並べて比較し、各ソフトウェア リリースに固有の機能と共通機能の両方を表示できます。

Cisco Feature Navigator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を

忘れたり、紛失したりした場合は、空の E メールを cco-locksmith@cisco.com に送信してください。

自動チェックによって、E メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうかが確認されます。

チェックが正常に終了したら、ランダムな新しいパスワードとともにアカウントの詳細が E メールで

届きます。資格のあるユーザは、Cisco.com のアカウントを作成できます。次の URL にある指示に

従ってください。

http://www.cisco.com/register

Cisco Feature Navigator は定期的に更新されています（Cisco IOS ソフトウェアの主要なリリース時お

よびテクノロジー リリース時）。 新情報については、次の URL から Cisco Feature Navigator ホーム

ページにアクセスしてください。

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
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IPsec VPN の Pre-fragmentation
  サポートされている規格、MIB、および RFC
Cisco IOS ソフトウェア イメージの可用性

プラットフォームが特定の Cisco IOS ソフトウェア リリースをサポートするかどうかは、そのプラッ

トフォーム用のソフトウェア イメージの有無により異なります。一部のプラットフォームのソフト

ウェア イメージは、事前の通知なしに延期、遅延、または変更される場合があります。各 Cisco IOS 
ソフトウェア リリースのプラットフォーム サポートおよび利用可能なソフトウェア イメージの更新情

報は、オンライン リリース ノートまたは Cisco Feature Navigator（サポートされている場合）を参照

してください。

サポートされている規格、MIB、および RFC
規格

• この機能によってサポートされる新しい規格や変更された規格はありません。

MIB

• この機能によってサポートされる新しい規格や変更された規格はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、および機能セットの 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

RFC

• この機能によってサポートされる新しい RFC や変更された RFC はありません。

設定作業
IPsec VPN の Pre-fragmentation 機能の設定作業については、次の項を参照してください。一覧内の各

作業は、必須と任意に分けています。

• 「IPsec VPN の Pre-fragmentation の設定」（必須）

• 「IPsec VPN の Pre-fragmentation の確認」（任意）

IPsec VPN の Pre-fragmentation の設定 
デフォルトでは、IPsec VPN の Pre-fragmentation はグローバルでイネーブルになっています。イン

ターフェイス コンフィギュレーション モードで IPsec VPN の Pre-fragmentation をイネーブルまたは

ディセーブルにするには、次の表のコマンドを入力します。デフォルト設定に戻すには、コマンドを 
no 形式で実行します。IPsec VPN の Pre-fragmentation の設定をイネーブルにするには、表のコマンド

を実行します。

（注） この機能を手動でイネーブルまたはディセーブルにすると、グローバル コンフィギュレーションが上

書きされます。
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IPsec VPN の Pre-fragmentation
  設定作業
IPsec VPN の Pre-fragmentation の確認 
この機能がイネーブルになっているか確認するには、暗号化ルータおよび復号化ルータのインターフェ

イス統計情報を参照します。パケットに対して暗号化ルータでフラグメンテーションが実行され、復号

化ルータで再編成しない場合、フラグメンテーションは暗号化前に実行され、復号化前には再編成され

ないということになります。これはこの機能がイネーブルであることを意味しています。

（注） この確認方法は、復号化ルータ宛てのパケットには使用できません。

ステップ 1 暗号化ルータで show running-configuration コマンドを入力します。機能がイネーブルの場合は、次

のような出力が表示されます。

Router# show running-configuration
crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
crypto isakmp key abcd123 address 25.0.0.7
!
!
crypto ipsec transform-set fooprime esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map bar 10 ipsec-isakmp
 set peer 25.0.0.7
 set transform-set fooprime
 match address 102

機能がディセーブルの場合は、次のような出力が表示されます。

Router# show running-configuration
crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
crypto isakmp key abcd123 address 25.0.0.7
!
!
crypto ipsec transform-set fooprime esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec fragmentation after-encryption
!
crypto map bar 10 ipsec-isakmp
 set peer 25.0.0.7
 set transform-set fooprime
 match address 102

コマンド 目的

Router(config-if)# crypto ipsec fragmentation 
before-encryption

インターフェイスで IPsec VPN の Pre-fragmentation をイネーブ

ルにします。

Router(config-if)# crypto ipsec fragmentation 
after-encryption

インターフェイスで IPsec VPN の Pre-fragmentation をディセー

ブルにします。

Router(config)# crypto ipsec fragmentation 
before-encryption

IPsec VPN の Pre-fragmentation をグローバルにイネーブルにし

ます。

Router(config)# crypto ipsec fragmentation 
after-encryption

IPsec VPN の Pre-fragmentation をグローバルにディセーブルに

します。
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IPsec VPN の Pre-fragmentation
  設定例
ステップ 2 show running-configuration interface type number コマンドを入力し、暗号化ルータ出力インター

フェイスの統計情報を表示します。機能がイネーブルの場合は、次のような出力が表示されます。

Router# show running-configuration interface fastethernet 0/0
interface FastEthernet0/0
 ip address 25.0.0.6 255.0.0.0
 no ip mroute-cache
 load-interval 30
 duplex full
 speed 100
 crypto map bar

機能がディセーブルの場合は、次のような出力が表示されます。

Router# show running-configuration interface fastethernet 0/0

interface FastEthernet0/0
 ip address 25.0.0.6 255.0.0.0
 no ip mroute-cache
 load-interval 30
 duplex full
 speed 100
 crypto map bar
 crypto ipsec fragmentation after-encryption

設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「IPsec VPN の Pre-fragmentation のイネーブル例」

IPsec VPN の Pre-fragmentation のイネーブル例

次の設定例は、IPsec VPN の Pre-fragmentation 機能の設定方法を示しています。

（注） この例では、デフォルトのグローバル IPsec VPN の Pre-fragmentation 機能がイネーブルになっている

ため、実行コンフィギュレーションにはこの機能は表示されません。実行コンフィギュレーションに 
IPsec VPN の Pre-fragmentation が表示されるのは、インターフェイスで明示的にこの機能をイネーブ

ルにしている場合だけです。

crypto isakmp policy 10
 authentication pre-share
crypto isakmp key abcd123 address 25.0.0.7
!
!
crypto ipsec transform-set fooprime esp-3des esp-sha-hmac
!
crypto map bar 10 ipsec-isakmp
 set peer 25.0.0.7
 set transform-set fooprime
 match address 102
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IPsec VPN の Pre-fragmentation
  コマンド リファレンス
コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• crypto ipsec fragmentation 

• crypto ipsec fragmentation（インターフェイス コンフィギュレーション）

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してくださ

い。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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Invalid Security Parameter Index 
Recovery

IP Security（IPsec; IP セキュリティ）パケットの処理中に無効なセキュリティ パラメータ インデック

ス エラー（「Invalid SPI」として表示されます）が発生した場合、 機能によって、Internet Key 
Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）Security Association（SA; セキュリティ アソ

シエーション）を確立できます。「IKE」モジュールによって「Invalid SPI」エラーの通知が、発信側

の IPsec ピアに対して送信され、Security Association Database（SADB）の再同期化と、成功したパ

ケット処理のレジュームが可能になります。

この章で紹介する機能情報の入手方法

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースでは、この章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。この章に記載されている特定の機能に関する説明へのリンク、および各機能がサ

ポートされているリリースのリストについては、「Invalid Security Parameter Index Recovery の機能情報」

（P.17）を参照してください。

プラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および Catalyst OS ソフトウェア イメージ
の各サポート情報を検索するには 
Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア イメージ、および 
Cisco Catalyst OS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator 
には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。Cisco.com のアカウン

トは必要ありません。

この章の構成
• 「Invalid Security Parameter Index Recovery の前提条件」（P.2）

• 「Invalid Security Parameter Index Recovery の制約事項」（P.2）

• 「Invalid Security Parameter Index Recovery に関する情報」（P.2）

• 「Invalid Security Parameter Index Recovery の設定方法」（P.3）

• 「Invalid Security Parameter Index Recovery の設定例」（P.10）

• 「その他の参考資料」（P.16）

• 「コマンド リファレンス」（P.17）

• 「Invalid Security Parameter Index Recovery の機能情報」（P.17）

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp


Invalid Security Parameter Index Recovery

  Invalid Security Parameter Index Recovery の前提条件
Invalid Security Parameter Index Recovery の前提条件
 機能を設定する前に、ルータ上で IKE および IPsec をイネーブルにしておく必要があります。

Invalid Security Parameter Index Recovery の制約事項
IPsec ピアに対して「Invalid SPI」エラーを通知するために IKE SA を開始する場合、

Denial-of-Service（DoS; サービス拒絶）攻撃が発生するリスクがあります。 機能には、そのようなリ

スクを 小化するためのメカニズムが内蔵されていますが、リスクが存在するため、 機能は、デフォル

トではイネーブルになっていません。Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイ

ス）を使用してコマンドをイネーブルにする必要があります。

Invalid Security Parameter Index Recovery に関する情報
 機能を使用するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「機能の動作」（P.2）

機能の動作

ある IPsec ピアが「死ぬ」（たとえば、リブートが発生したり、IPsec ピアが何らかの理由によりリセッ

トされたりした場合にピアが応答しなくなる可能性があります）と、IPsec の「ブラック ホール化」が

発生します。ピアの 1 つ（受信側のピア）は完全にリセットされるため、そのピアでは他のピアとの 
IKE SA が失われます。一般に、IPsec ピアによって、SA を検出できないパケットが受信されると、そ

のピアによって、そのデータの発信者に対する IKE「INVALID SPI NOTIFY」メッセージの送信が試

行されます。この通知は IKE SA を使用して送信されます。IKE SA が使用できない場合、受信側のピ

アによってパケットが廃棄されます。

（注） 1 つの SA のピアは 2 つだけです。しかし、SADB は複数の SA を持てます。これにより、各 SA は異

なるピアとのアソシエーションを持ちます。

無効な Security Parameter Index（SPI; セキュリティ パラメータ インデックス）が発生した場合、

Invalid Security Parameter Index 機能によって、データの発信者との IKE SA が設定され、IKE
「INVALID SPI NOTIFY」メッセージが送信されます。データを発信したピアによって「INVALID 
SPI NOTIFY」メッセージが「検出」され、無効な SPI を持つ IPsec SA が削除されます。発信側のピ

アからトラフィックがさらにある場合、IPsec SA は存在せず、新しい SA が設定されます。トラ

フィックが再び流れます。デフォルトの動作（つまり、 機能が設定されていない状態）では、無効な 
SPI エラーの原因となったデータ パケットは廃棄されます。発信側のピアによって、無効な SPI を持

つ IPsec SA を使用したデータの送信が続けられ、受信側のピアによってトラフィックが廃棄され続け

ます（その結果、「ブラック ホール」が作成されます）。

IPsec モジュールでは、IKE モジュールが使用されて、他のピアに IKE 「INVALID SPI NOTIFY」

メッセージが送信されます。無効な SPI リカバリが行われると、IPsec SA の設定自体によっていくつ

かのパケットが廃棄されますが、意味のあるパケット廃棄は一切行われません。

 機能用にルータを設定するには、crypto isakmp invalid-spi-recovery コマンドを使用します。IKE 
SA は、このコマンドを設定しない限り開始されません。
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Invalid Security Parameter Index Recovery の設定方法
ここでは、次の各手順について説明します。

• 「Invalid Security Parameter Index Recovery の設定」（P.3）

Invalid Security Parameter Index Recovery の設定

Invalid Security Parameter Index Recovery 機能を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp invalid-spi-recovery

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp invalid-spi-recovery

例：

Router (config)# crypto isakmp 
invalid-spi-recovery

IKE モジュール プロセスを開始します。それにより、IKE 
モジュールによって、受信側ピアに対して「Invalid SPI」
エラーが発生したことが通知されます。
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設定の確認

2 つのピア間におけるトラフィックに関する IPsec SA のステートを確認するには、show crypto ipsec 
sa コマンドを使用します。IPsec SA が、あるピアでは使用可能で、他のピアでは使用不可の場合、「ブ

ラック ホール化」の状況が発生します。この場合、無効な SPI エラーが受信側のピアのログに記録さ

れます。コンソール ロギングをオンにするか、シスログ サーバを確認すると、これらのエラーもログ

に記録されていることがわかります。

図 1 に、一般的な事前共有設定を示します。ホスト 1 が発信側のピア（発信側）を開始し、ホスト 2 
が受信側のピア（応答側）を開始しています。

図 1 事前共有設定トポロジ

手順の概要

事前共有設定を確認するには、次の手順を実行します。

1. ホスト 1 とホスト 2 の間における IKE および IPsec SA を開始します。

2. ルータ B 上の IKE および IPsec SA をクリアします。

3. ホスト 1 からのトラフィックをホスト 2 に送信し、IKE および IPsec SA が正しく確立されている

かどうかを確認します。

4. ルータ B に無効な SPI メッセージがないか確認します。

手順の詳細

ステップ 1 ホスト 1 とホスト 2 の間における IKE および IPsec SA を開始します。

ルータ A
Router# show crypto isakmp sa

  f_vrf/i_vrf   dst            src             state       conn-id slot 
       / 10.2.2.2  10.1.1.1  QM_IDLE               1       0 

ルータ B
Router# show crypto isakmp sa

  f_vrf/i_vrf   dst            src             state       conn-id slot 
       /        10.1.1.1 10.2.2.2  QM_IDLE               1       0 

ルータ A
Router# show crypto ipsec sa interface fastethernet0/0

interface: FastEthernet0/0 
    Crypto map tag: testtag1, local addr. 10.1.1.1

95
54

0

 1  2

10.1.1.1

10.0.0.1 10.0.2.2

10.2.2.2

ルータ A  B
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   protected vrf: 
   local  ident (addr/mask/prot/port): (10.0.0.1/255.255.255.255/0/0) 
   remote ident (addr/mask/prot/port): (10.0.2.2/255.255.255.255/0/0) 
   current_peer: 10.2.2.2:500 
     PERMIT, flags={origin_is_acl,} 
    #pkts encaps: 10, #pkts encrypt: 10, #pkts digest: 10 
    #pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify: 10 
    #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.: 10.1.1.1, remote crypto endpt.: 10.2.2.2 
     path mtu 1500, media mtu 1500 
     current outbound spi: 7AA69CB7 

     inbound esp sas: 
      spi: 0x249C5062(614223970) 
        transform: esp-des esp-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5123, flow_id: 1, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4537831/3595) 
        IV size: 8 bytes 
        replay detection support: Y 

     inbound ah sas: 
      spi: 0xB16D1587(2976716167) 
        transform: ah-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5121, flow_id: 1, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4537831/3595) 
        replay detection support: Y 

     inbound pcp sas: 

     outbound esp sas: 
      spi: 0x7AA69CB7(2057739447) 
        transform: esp-des esp-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5124, flow_id: 2, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4537835/3595) 
        IV size: 8 bytes 
        replay detection support: Y 

     outbound ah sas: 
      spi: 0x1214F0D(18960141) 
        transform: ah-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5122, flow_id: 2, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4537835/3594) 
        replay detection support: Y 

     outbound pcp sas:
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ルータ B
Router# show crypto ipsec sa interface ethernet1/0

interface: Ethernet1/0 
    Crypto map tag: testtag1, local addr. 10.2.2.2 

   protected vrf: 
   local  ident (addr/mask/prot/port): (10.0.2.2/255.255.255.255/0/0) 
   remote ident (addr/mask/prot/port): (10.0.0.1/255.255.255.255/0/0) 
   current_peer: 10.1.1.1:500 
     PERMIT, flags={origin_is_acl,} 
    #pkts encaps: 10, #pkts encrypt: 10, #pkts digest: 10 
    #pkts decaps: 10, #pkts decrypt: 10, #pkts verify: 10 
    #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.: 10.2.2.2, remote crypto endpt.: 10.1.1.1 
     path mtu 1500, media mtu 1500 
     current outbound spi: 249C5062 

     inbound esp sas: 
      spi: 0x7AA69CB7(2057739447) 
        transform: esp-des esp-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5123, flow_id: 1, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4421281/3593) 
        IV size: 8 bytes 
        replay detection support: Y 

     inbound ah sas: 
      spi: 0x1214F0D(18960141) 
        transform: ah-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5121, flow_id: 1, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4421281/3593) 
        replay detection support: Y 

     inbound pcp sas: 

     outbound esp sas: 
      spi: 0x249C5062(614223970) 
        transform: esp-des esp-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5124, flow_id: 2, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4421285/3593) 
        IV size: 8 bytes 
        replay detection support: Y 

     outbound ah sas: 
      spi: 0xB16D1587(2976716167) 
        transform: ah-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5122, flow_id: 2, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4421285/3592) 
        replay detection support: Y 

     outbound pcp sas:
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ステップ 2 ルータ B 上の IKE および IPsec SA をクリアします。

Router# clear crypto isakmp

Router# clear crypto sa

Router# show crypto isakmp sa

  f_vrf/i_vrf   dst            src             state       conn-id slot 
       /        10.2.2.2. 10.1.1.1  MM_NO_STATE           1       0 (deleted)

Router# show crypto ipsec sa

interface: Ethernet1/0 
    Crypto map tag: testtag1, local addr. 10.2.2.2 

   protected vrf: 
   local  ident (addr/mask/prot/port): (10.0.2.2/255.255.255.255/0/0) 
   remote ident (addr/mask/prot/port): (10.0.0.1/255.255.255.255/0/0) 
   current_peer: 10.1.1.1:500 
     PERMIT, flags={origin_is_acl,} 
    #pkts encaps: 0, #pkts encrypt: 0, #pkts digest: 0 
    #pkts decaps: 0, #pkts decrypt: 0, #pkts verify: 0 
    #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.: 10.2.2.2, remote crypto endpt.: 10.1.1.1 
     path mtu 1500, media mtu 1500 
     current outbound spi: 0 

     inbound esp sas: 

     inbound ah sas: 

     inbound pcp sas: 

     outbound esp sas: 

     outbound ah sas: 

     outbound pcp sas: 

ステップ 3 ホスト 1 からのトラフィックをホスト 2 に送信し、新しい IKE および IPsec SA が正しく確立されてい

るかどうかを確認します。

ping 
Protocol [ip]: ip 
Target IP address: 10.0.2.2 
Repeat count [5]: 30 
Datagram size [100]: 100 
Timeout in seconds [2]: 
Extended commands [n]: no 
Sweep range of sizes [n]: n 
Type escape sequence to abort. 
Sending 30, 100-byte ICMP Echos to 10.0.2.2, timeout is 2 seconds: 
..!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
Success rate is 93 percent (28/30), round-trip min/avg/max = 1/3/8 ms 

RouterB# show crypto isakmp sa
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  f_vrf/i_vrf   dst            src             state       conn-id slot 
       /        10.1.1.1  10.2.2.2  QM_IDLE               3       0 
       /        10.1.1.1 10.2.2.2  MM_NO_STATE           1       0 (deleted) 

RouterB# show crypto ipsec sa 

interface: Ethernet1/0 
    Crypto map tag: testtag1, local addr. 10.2.2.2 

   protected vrf: 
   local  ident (addr/mask/prot/port): (10.0.2.2/255.255.255.255/0/0) 
   remote ident (addr/mask/prot/port): (10.0.0.1/255.255.255.255/0/0) 
   current_peer: 10.1.1.1:500 
     PERMIT, flags={origin_is_acl,} 
    #pkts encaps: 28, #pkts encrypt: 28, #pkts digest: 28 
    #pkts decaps: 28, #pkts decrypt: 28, #pkts verify: 28 
    #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.: 10.2.2.2, remote crypto endpt.: 10.1.1.1 
     path mtu 1500, media mtu 1500 
     current outbound spi: D763771F 

     inbound esp sas: 
      spi: 0xE7AB4256(3886760534) 
        transform: esp-des esp-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5127, flow_id: 3, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4502463/3596) 
        IV size: 8 bytes 
        replay detection support: Y 

     inbound ah sas: 
      spi: 0xF9205CED(4179647725) 
        transform: ah-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5125, flow_id: 3, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4502463/3596) 
        replay detection support: Y 

     inbound pcp sas: 

     outbound esp sas: 
      spi: 0xD763771F(3613619999) 
        transform: esp-des esp-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5128, flow_id: 4, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4502468/3596) 
        IV size: 8 bytes 
        replay detection support: Y 

     outbound ah sas: 
      spi: 0xEB95406F(3952427119) 
        transform: ah-sha-hmac , 
        in use settings ={Tunnel, } 
        slot: 0, conn id: 5126, flow_id: 4, crypto map: testtag1 
        crypto engine type: Hardware 
        sa timing: remaining key lifetime (k/sec): (4502468/3595) 
8
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        replay detection support: Y 

     outbound pcp sas: 

RouterA# show crypto isakmp sa

  f_vrf/i_vrf   dst            src             state       conn-id slot 
       /        10.2.2.2  10.1.1.1  MM_NO_STATE           1       0 (deleted) 
       /        10.2.2.2  10.1.1.1  QM_IDLE               2       0 

Check for an invalid SPI message on Router B
Router# show logging

Syslog logging: enabled (10 messages dropped, 13 messages rate-limited, 0 flushes, 0 
overruns, xml disabled) 
    Console logging: disabled 
    Monitor logging: level debugging, 0 messages logged, xml disabled 
    Buffer logging: level debugging, 43 messages logged, xml disabled 
    Logging Exception size (8192 bytes) 
    Count and timestamp logging messages: disabled 
    Trap logging: level informational, 72 message lines logged 

Log Buffer (8000 bytes): 

*Mar 24 20:55:45.739: %CRYPTO-4-RECVD_PKT_INV_SPI: decaps: rec'd IPSEC packet has invalid 
spi for 
        destaddr=10.2.2.2, prot=51, spi=0x1214F0D(18960141), srcaddr=10.1.1.1 
*Mar 24 20:55:47.743: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #1, 
  (key eng. msg.) INBOUND local= 10.2.2.2, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 10.0.2.2/255.255.255.255/0/0 (type=1), 
    remote_proxy= 10.0.0.1/255.255.255.255/0/0 (type=1), 
    protocol= AH, transform= ah-sha-hmac , 
    lifedur= 0s and 0kb, 
    spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x2 
*Mar 24 20:55:47.743: IPSEC(validate_proposal_request): proposal part #2, 
  (key eng. msg.) INBOUND local= 10.2.2.2, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 10.0.2.2/255.255.255.255/0/0 (type=1), 
    remote_proxy= 10.0.0.1/255.255.255.255/0/0 (type=1), 
    protocol= ESP, transform= esp-des esp-sha-hmac , 
    lifedur= 0s and 0kb, 
    spi= 0x0(0), conn_id= 0, keysize= 0, flags= 0x2 
*Mar 24 20:55:47.743: IPSEC(kei_proxy): head = testtag1, map->ivrf = , kei->ivrf = 
*Mar 24 20:55:47.743: IPSEC(key_engine): got a queue event with 2 kei messages 
*Mar 24 20:55:47.743: IPSEC(spi_response): getting spi 4179647725 for SA 
        from 10.2.2.2  to 10.1.1.1  for prot 2 
*Mar 24 20:55:47.747: IPSEC(spi_response): getting spi 3886760534 for SA 
        from 10.2.2.2  to 10.1.1.1  for prot 3 
*Mar 24 20:55:48.071: IPSec: Flow_switching Allocated flow for flow_id 939524099 
*Mar 24 20:55:48.071: IPSec: Flow_switching Allocated flow for flow_id 939524100 
*Mar 24 20:55:48.135: IPSEC(key_engine): got a queue event with 4 kei messages 
*Mar 24 20:55:48.135: IPSEC(initialize_sas): , 
  (key eng. msg.) INBOUND local= 10.2.2.2, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 10.0.2.2/0.0.0.0/0/0 (type=1), 
    remote_proxy= 10.0.0.1/0.0.0.0/0/0 (type=1), 
    protocol= AH, transform= ah-sha-hmac , 
    lifedur= 3600s and 4608000kb, 
    spi= 0xF9205CED(4179647725), conn_id= 939529221, keysize= 0, flags= 0x2 
*Mar 24 20:55:48.135: IPSEC(initialize_sas): , 
  (key eng. msg.) OUTBOUND local= 10.2.2.2, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 10.0.2.2/0.0.0.0/0/0 (type=1), 
    remote_proxy= 10.0.0.1/0.0.0.0/0/0 (type=1), 
    protocol= AH, transform= ah-sha-hmac , 
9
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    lifedur= 3600s and 4608000kb, 
    spi= 0xEB95406F(3952427119), conn_id= 939529222, keysize= 0, flags= 0xA 
*Mar 24 20:55:48.135: IPSEC(initialize_sas): , 
  (key eng. msg.) INBOUND local= 10.2.2.2, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 10.0.2.2/0.0.0.0/0/0 (type=1), 
    remote_proxy= 10.0.0.1/0.0.0.0/0/0 (type=1), 
    protocol= ESP, transform= esp-des esp-sha-hmac , 
    lifedur= 3600s and 4608000kb, 
    spi= 0xE7AB4256(3886760534), conn_id= 939529223, keysize= 0, flags= 0x2 
*Mar 24 20:55:48.135: IPSEC(initialize_sas): , 
  (key eng. msg.) OUTBOUND local= 10.2.2.2, remote= 10.1.1.1, 
    local_proxy= 10.0.2.2/0.0.0.0/0/0 (type=1), 
    remote_proxy= 10.0.0.1/0.0.0.0/0/0 (type=1), 
    protocol= ESP, transform= esp-des esp-sha-hmac , 

    lifedur= 3600s and 4608000kb, 
    spi= 0xD763771F(3613619999), conn_id= 939529224, keysize= 0, flags= 0xA 
*Mar 24 20:55:48.139: IPSEC(kei_proxy): head = testtag1, map->ivrf = , kei->ivrf = 
*Mar 24 20:55:48.139: IPSEC(mtree_add_ident): src 10.2.2.2, dest 10.1.1.1, dest_port 0 

*Mar 24 20:55:48.139: IPSEC(create_sa): sa created, 
  (sa) sa_dest= 10.1.1.1, sa_prot= 51, 
    sa_spi= 0xF9205CED(4179647725), 
    sa_trans= ah-sha-hmac , sa_conn_id= 939529221 
*Mar 24 20:55:48.139: IPSEC(create_sa): sa created, 
  (sa) sa_dest= 10.2.2.2, sa_prot= 51, 
    sa_spi= 0xEB95406F(3952427119), 
    sa_trans= ah-sha-hmac , sa_conn_id= 939529222 
*Mar 24 20:55:48.139: IPSEC(create_sa): sa created, 
  (sa) sa_dest= 10.1.1.1, sa_prot= 50, 
    sa_spi= 0xE7AB4256(3886760534), 
    sa_trans= esp-des esp-sha-hmac , sa_conn_id= 939529223 
*Mar 24 20:55:48.139: IPSEC(create_sa): sa created, 
  (sa) sa_dest= 10.2.2.2, sa_prot= 50, 
    sa_spi= 0xD763771F(3613619999), 
    sa_trans= esp-des esp-sha-hmac , sa_conn_id= 939529224 
ipseca-72a#

Invalid Security Parameter Index Recovery の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「Invalid Security Parameter Index Recovery：例」（P.10）

Invalid Security Parameter Index Recovery：例

次に、Invalid Security Parameter Index Recovery がルータ A とルータ B に設定されている例を示しま

す。図 1 に、この例で使用されているトポロジを示します。

ルータ A 
Router# show running-config

Building configuration... 

Current configuration : 2048 bytes 
! 
version 12.3 
no service pad 
10
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service timestamps debug datetime msec localtime 
service timestamps log datetime msec localtime 
no service password-encryption 
service tcp-small-servers 
! 
hostname ipseca-71a 
! 
logging queue-limit 100 
no logging console 
enable secret 5 $1$4GZB$L2YOmnenOCNAu0jgFxebT/ 
enable password lab 
! 
clock timezone PST -8 

clock summer-time PDT recurring 
ip subnet-zero 
! 
! 
no ip domain lookup 
! 
ip cef 
ip audit notify log 
ip audit po max-events 100 
mpls ldp logging neighbor-changes 
no ftp-server write-enable 
! 
! 
no voice hpi capture buffer 
no voice hpi capture destination 
! 
! 
crypto isakmp policy 1 
 authentication pre-share 
 lifetime 180 
crypto isakmp key 0 1234 address 10.2.2.2
crypto isakmp invalid-spi-recovery 
! 
! 
crypto ipsec transform-set auth2 ah-sha-hmac esp-des esp-sha-hmac 
! 
crypto map testtag1 10 ipsec-isakmp 
 set peer 10.2.2.2 
 set transform-set auth2 
 match address 150 
! 
! 
controller ISA 5/1 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
 ip address 10.1.1.1 255.0.0.0 
 no ip route-cache cef 
 duplex full 
 speed 100 
 crypto map testtag1 
! 
interface FastEthernet0/1 
 ip address 10.0.0.1 255.0.0.0 
 no ip route-cache cef 
 duplex auto 
 speed auto 
! 
interface Serial1/0 
 no ip address 
11
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 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 serial restart_delay 0 
 clockrate 128000 
! 
interface Serial1/1 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 serial restart_delay 0 
 clockrate 128000 
! 

interface Serial1/2 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 serial restart_delay 0 
! 
interface Serial1/3 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 no keepalive 
 serial restart_delay 0 
 clockrate 128000 
! 
ip classless 
ip route 10.3.3.3 255.0.0.0 10.2.0.1 
no ip http server 
no ip http secure-server 
! 
! 
access-list 150 permit ip host 10.0.0.1 host 10.0.2.2 
dialer-list 1 protocol ip permit 
dialer-list 1 protocol ipx permit 
! 
! 
call rsvp-sync 
! 
! 
mgcp profile default 
! 
! 
line con 0 
 exec-timeout 0 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
 password lab 
 login 
! 
! 
end 

ipseca-71a#
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ルータ B
Router# show running-config

Building configuration... 

Current configuration : 2849 bytes 
! 
version 12.3 
no service pad 
service timestamps debug datetime msec localtime 
service timestamps log datetime msec localtime 
no service password-encryption 
service udp-small-servers 
service tcp-small-servers 
! 
hostname ipseca-72a 
! 

logging queue-limit 100 
no logging console 
enable secret 5 $1$kKqL$5Th5Qhw1ubDkkK90KWFxi1 
enable password lab 
! 
clock timezone PST -8 
clock summer-time PDT recurring 
ip subnet-zero 
! 
! 
no ip domain lookup 
! 
ip cef 
ip audit notify log 
ip audit po max-events 100 
mpls ldp logging neighbor-changes 
no ftp-server write-enable 
! 
! 
no voice hpi capture buffer 
no voice hpi capture destination 
! 
! 
mta receive maximum-recipients 0 
! 
! 
crypto isakmp policy 1 
 authentication pre-share 
 lifetime 180 
crypto isakmp key 0 1234 address 10.1.1.1 
crypto isakmp invalid-spi-recovery 
! 
! 
crypto ipsec transform-set auth2 ah-sha-hmac esp-des esp-sha-hmac 
! 
crypto map testtag1 10 ipsec-isakmp 
 set peer 10.1.1.1 
 set transform-set auth2 
 match address 150 
! 
! 
controller ISA 5/1 
! 
! 
interface FastEthernet0/0 
13
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 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 duplex half 
! 
interface Ethernet1/0 
 ip address 10.2.2.2 255.0.0.0 
 no ip route-cache cef 
 duplex half 
 crypto map testtag1 
! 
interface Ethernet1/1 
 ip address 10.0.2.2 255.0.0.0 
 no ip route-cache cef 
 duplex half 
! 
interface Ethernet1/2 
 no ip address 

 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 duplex half 
! 
interface Ethernet1/3 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 duplex half 
! 
interface Ethernet1/4 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 duplex half 
! 
interface Ethernet1/5 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 duplex half 
! 
interface Ethernet1/6 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 duplex half 
! 
interface Ethernet1/7 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 duplex half 
! 
interface Serial3/0 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
14
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 shutdown 
 serial restart_delay 0 
! 
interface Serial3/1 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 serial restart_delay 0 
 clockrate 128000 
! 
interface Serial3/2 
 no ip address 
 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 serial restart_delay 0 
! 
interface Serial3/3 
 no ip address 

 no ip route-cache 
 no ip mroute-cache 
 shutdown 
 no keepalive 
 serial restart_delay 0 
 clockrate 128000 
! 
ip classless 
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.2.0.1 
no ip http server 
no ip http secure-server 
!
!
access-list 150 permit ip host 10.0.2.2 host 10.0.0.1 
dialer-list 1 protocol ip permit 
dialer-list 1 protocol ipx permit 
!
!
call rsvp-sync 
!
!
mgcp profile default 
! 
dial-peer cor custom 
!
!
gatekeeper 
 shutdown 
!
!
line con 0 
 exec-timeout 0 0 
 stopbits 1 
line aux 0 
 stopbits 1 
line vty 0 4 
 password lab 
 login 
!
!
end
15
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その他の参考資料
次の項では、Invalid Security Parameter Index Recovery に関連した参考資料を示します。

関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

IKE の設定 「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」

インターフェイス コマンド 『Cisco IOS Master Command List』

規格 タイトル

この機能には、新しいまたは変更された規格はありま

せん。

—

MIB MIB リンク

この機能には、新しいまたは変更された MIB はあり

ません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

この機能には、新しいまたは変更された RFC はあり

ません。

—
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シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• crypto isakmp invalid-spi-recovery

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

Invalid Security Parameter Index Recovery の機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアク

セスできます。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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（注） 表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2007–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 Invalid Security Parameter Index Recovery の機能情報

機能名 リリース 機能情報

Invalid Security Parameter Index Recovery 12.3(2)T この機能が追加されました。

12.2(18)SXE この機能は、Cisco IOS Release 12.2(18)SXE に統合され

ました。
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IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプ
ション

IPsec デッド ピア検出定期メッセージ オプション機能を使用すれば、ルータを、その Internet Key 
Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）ピアの活性を定期的に照会するように設定で

きます。このオプションを使用すると、デフォルトのオンデマンド デッド ピア検出機能を使用した場

合に比べ、停止しているピアをより早期に検出できます。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプション

の機能情報」（P.14）を参照してください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの前提条件」（P.2）

• 「IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの制約事項」（P.2）

• 「IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションに関する情報」（P.2）

• 「IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの設定方法」（P.3）

• 「IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの設定例」（P.8）

• 「その他の参考資料」（P.12）

• 「IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの機能情報」（P.14）

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/go/cfn
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IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの前提
条件

IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプション機能を設定するには、次のことが必要です。

• IP Security（IPsec; IP セキュリティ）の設定についての知識。

• DPD（Dead Peer Detection）がサポートされている IKE ピア。Cisco VPN 3000 コンセントレー

タ、Cisco PIX ファイアウォール、Cisco VPN クライアント、すべてのモードの動作（サイト間）

における Cisco IOS ソフトウェア、Easy VPN Remote、および Easy VPN サーバなどの DPD がサ

ポートされている実装。

IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの制約
事項

定期的な DPD を使用すると、ルータによって、オンデマンドの DPD と比較してより速い応答時間で

無応答の IKE ピアを検知できる可能性があります。ただし、定期的な DPD では、余分なオーバーヘッ

ドが発生します。大量の IKE ピアと通信する場合は、オンデマンドの DPD の方を検討してください。

IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションに関する
情報

IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションを設定するには、次の概念を理解しておく必要があ

ります。

• 「DPD および Cisco IOS キープアライブ機能の動作」（P.2）

• 「IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの使用」（P.3）

• 「クリプト マップ内の複数のピアとの DPD および Cisco IOS キープアライブ機能の使用」（P.3）

• 「Easy VPN Remote コンフィギュレーション内での DPD の使用」（P.3）

DPD および Cisco IOS キープアライブ機能の動作

DPD and Cisco IOS キープアライブは、タイマーを基に機能します。タイマーが 10 秒に設定されてい

る場合、10 秒毎に「hello」メッセージが送信されます（もちろん、ルータによってピアからの

「hello」メッセージが受信された場合は除きます）。IOS キープアライブおよび定期的な DPD の利点

は、デッド ピアの検知が早くなることです。しかし、IOS キープアライブおよび定期的な DPD では、

かなりの頻度でメッセージを定期的に送信する必要があります。頻繁にメッセージを送信する結果、通

信を行うピアによって暗号化および復号化しなければならないパケット数が増加します。

DPD にはオンデマンド方式もあります。対称的なこのオンデマンド方式がデフォルトです。オンデマ

ンド DPD では、トラフィック パターンに基づいてメッセージが送信されます。たとえば、ルータに

よって発信トラフィックが送信される必要があり、ピアの活性に疑問がある場合、ルータによって 
DPD メッセージが送信され、ピアのステータスが照会されます。ルータに送信するトラフィックがな

い場合、DPD メッセージは送信されません。ピアが停止しており、ピアに送信するトラフィックが

ルータにない場合、IKE または IPsec Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）の

キー再生成が必要でないかぎり、ルータによる検知は行われません（ルータによるピアとの通信が行わ
2



IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプション

  IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの設定方法
れない場合、ピアの活性は重要ではありません）。一方、ピアに送信するトラフィックがルータにあり、

ピアの応答がない場合は、ピアのステートを判断するために、ルータによって DPD メッセージが開始

されます。

IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの使用

IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプション機能では、DPD メッセージが定期的に「強制される」

ように、ルータを設定できます。この強制方式の結果、デッド ピアが早期に検知されます。たとえば、

送信するトラフィックがルータにない場合でも、DPD メッセージが定期的に送信され、ピアが停止して

いた場合、IKE SA による検知がタイムアウトになるまでルータが待機する必要はありません。

DPD Periodic Message Option を設定する場合、crypto isakmp keepalive コマンドを periodic キー

ワードを指定して使用する必要があります。periodic キーワードを指定しない場合、ルータはデフォ

ルトでオンデマンド方式になります。

（注） crypto isakmp keepalive コマンドを設定すると、Cisco IOS ソフトウェアよって、Cisco IOS キープ

アライブまたは DPD（ピアでサポートされているプロトコルによります）の使用についてネゴシー

エーションが行われます。

クリプト マップ内の複数のピアとの DPD および Cisco IOS キープアラ
イブ機能の使用

DPD および IOS キープアライブ機能をクリプト マップ内の複数のピアと組み合せて使用し、ステート

レス フェールオーバーを実現できます。DPD により、ルータによる停止 IKE ピアの検知が可能とな

り、ルータによって停止状態が検知されると、ルータによってピアに対する IPsec と IKE SA が削除さ

れます。複数のピアを設定している場合、ルータによって、次にリストされているピアへの切り替えが

行われ、ステートレス フェールオーバーが実現します。

Easy VPN Remote コンフィギュレーション内での DPD の使用

Easy VPN Remote コンフィギュレーション内で DPD を使用できます。「Easy VPN Remote の DPD の
設定」（P.6）を参照してください。

IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの設定方法
ここでは、次の作業について説明します。

• 「定期的な DPD メッセージの設定」（P.4）

• 「クリプト マップ内の複数のピアとの DPD および Cisco IOS キープアライブの設定」（P.5）

• 「Easy VPN Remote の DPD の設定」（P.6）

• 「DPD がイネーブルになっていることの確認」（P.8）
3
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定期的な DPD メッセージの設定

定期的な DPD メッセージを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp keepalive seconds [retry-seconds] [periodic | on-demand]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。
4
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クリプト マップ内の複数のピアとの DPD および Cisco IOS キープアラ
イブの設定

DPD および IOS キープアライブを、クリプト マップと組み合せて使用するように設定し、ステートレ

ス フェールオーバーを実現するには、次の手順を実行します。この設定により、 初のピアが停止し

ていることが検知されると、ルータによってピア リストが循環されます。

ステップ 3 crypto isakmp keepalive seconds 
[retry-seconds] [periodic | on-demand]

例：

Router (config)# crypto isakmp keepalive 10 
periodic

ゲートウェイによるピアへの DPD メッセージの送信を許可

します。

• seconds：periodic キーワードを使用する場合、この引

数には DPD メッセージの間隔を秒数で指定します。範

囲は 10 ～ 3600 秒です。

on-demand キーワードを使用する場合、この引数には、

送信するデータ（IPSec）トラフィックがあるときに、

DPD リトライ メッセージを送信するまでにピアからト

ラフィックを受信しない間待機する秒数を指定します。

範囲は 10 ～ 3600 秒です。

（注） 間隔を指定しない場合、エラー メッセージが表示さ

れます。

• retry-seconds：（任意）ピアによって DPD リトライ 
メッセージが失われた場合の DPD リトライ メッセージ

の送信間隔を秒数で指定します。範囲は 2 ～ 60 秒です。

1 つの DPD メッセージがピアで失われると、ルータはよ

りアグレッシブな状態に移行し、より短いリトライ間隔

で DPD リトライ メッセージを送信します。ピアによっ

て DPD リトライ メッセージが失われた場合のこの間隔

は、DPD リトライ間の秒数です。デフォルトの DPD リ
トライ メッセージは 2 秒間隔で送信されます。アグレッ

シブな 5 回の DPD リトライ メッセージが失われると、

トンネルがダウンした状態としてマークされます。

（注） IPsec High Availability（HA; ハイ アベイラビリ

ティ）を使用して DPD を設定するには、デフォルト

（2 秒）以外の値を使用することを推奨します。HA 
には、キープアライブ時間を 10 秒、試行を 5 回に設

定するのが適しています。その時間が、ルータがア

クティブ モードになるためにかかる時間であるから

です。

• periodic：（任意）DPD メッセージが定期的に送信され

ます。

• on-demand：（任意）デフォルトの動作です。DPD リ
トライがオンデマンドで送信されます。

（注） このオプションはデフォルトであるため、on-demand 
キーワードは設定の出力に表示されません。

コマンドまたはアクション 目的
5
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp

4. set peer {host-name [dynamic] | ip-address}

5. set transform-set transform-set-name

6. match address [access-list-id | name]

手順の詳細

Easy VPN Remote の DPD の設定

Easy VPN Remote コンフィギュレーション内で DPD を設定するには、次の手順を実行します。また、

この設定により、 初のピアが停止していることがルータで検知されると、ルータによってピア リス

トが循環されます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp

例：

Router (config)# crypto map green 1 
ipsec-isakmp

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを開始し

て、クリプト マップ エントリを作成または変更します。

• ipsec-isakmp キーワードは、このクリプト マップ エ
ントリによって指定されたトラフィックを保護するた

めの IPsec SA を確立するために、IKE が使用されるこ

とを示します。

ステップ 4 set peer {host-name [dynamic] | ip-address}

例：

Router (config-crypto-map)# set peer 
10.12.12.12

クリプト マップ内の IPsec ピアを指定します。

• このコマンドを繰り返すことによって、複数のピアを

指定できます。

ステップ 5 set transform-set transform-set-name

例：

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

クリプト マップ エントリで使用可能なトランスフォーム 
セットを指定します。

• このコマンドを繰り返すことによって、複数のトラン

スフォーム セットを指定できます。

ステップ 6 match address [access-list-id | name] 

例：

Router (config-crypto-map)# match address 101

クリプト マップ エントリの拡張アクセス リストを指定し

ます。
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（注） Easy VPN Remote コンフィギュレーション用の IOS キープアライブはサポートされていません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec client ezvpn name

4. connect {auto | manual}

5. group group-name key group-key

6. mode {client | network-extension}

7. peer {ipaddress | hostname}

手順の詳細

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec client ezvpn name

例：

Router (config)# crypto ipsec client ezvpn 
ezvpn-config1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを作成

し、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モー

ドを開始します。

ステップ 4 connect {auto | manual}

例：

Router (config-crypto-ezvpn)# connect manual

要求に応じて、IPsec VPN トンネルを手動で確立および終

了します。

• auto キーワード オプションはデフォルト設定です。

ステップ 5 group group-name key group-key

例：

Router (config-crypto-ezvpn)# group unity key 
preshared

Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート 
ネットワーク）接続用のグループ名およびキー値を指定し

ます。

ステップ 6 mode {client | network-extension}

例：

Router (config-crypto-ezvpn)# mode client

ルータの動作の VPN モードを指定します。

ステップ 7 peer {ipaddress | hostname}

例：

Router (config-crypto-ezvpn)# peer 10.10.10.10

VPN 接続に対して、ピアの IP アドレスまたはホスト名を

設定します。

• ホスト名を指定できるのは、ルータから DNS サーバ

を介してホスト名解決を行える場合に限りにます。

• このコマンドは複数回繰り返して実行できます。
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DPD がイネーブルになっていることの確認

DPD を使用すれば、ピアが到達不能になった時に、ルータによる IKE ステートのクリアが可能になり

ます。DPD がイネーブルになっており、ピアがしばらくの間到達不能になった場合、clear crypto 
session コマンドを使用して、手動で IKE と IPsec SA をクリアできます。

debug crypto isakmp コマンドを使用して、DPD がイネーブルになっていることを確認できます。

手順の概要

1. enable

2. clear crypto session [local ip-address [port local-port]] [remote ip-address [port remote-port]] | 
[fvrf vrf-name] [ivrf vrf-name] 

3. debug crypto isakmp

手順の詳細

IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「定期的な DPD をイネーブルにしたサイト間設定」（P.8）

• 「DPD をイネーブルにした Easy VPN Remote：例」（P.9）

• 「debug crypto isakmp コマンドを使用した DPD 設定の確認：例」（P.9）

• 「クリプト マップ内の複数のピアとの組み合せで使用される DPD および Cisco IOS キープアライ

ブ」（P.12）

• 「Easy VPN Remote の複数のピアとの組み合せで使用される DPD：例」（P.12）

定期的な DPD をイネーブルにしたサイト間設定

次の設定は、定期的な DPD をイネーブルにしていないサイト間設定用です。設定は、IKE フェーズ 1 
ポリシー用と IKE 事前共有キー用です。

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear crypto session [local ip-address [port 
local-port]] [remote ip-address [port 
remote-port]] | [fvrf vrf-name] [ivrf vrf-name]

例：

Router# clear crypto session

暗号セッション（IPsec および IKE SA）を削除します。

ステップ 3 debug crypto isakmp

例：

Router# debug crypto isakmp

IKE イベントに関するメッセージを表示します。
8
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IKE フェーズ 1 ポリシー

crypto isakmp policy 1
  encryption 3des
  authentication pre-share
  group 2
!

IKE 事前共有キー

crypto isakmp key kd94j1ksldz address 10.2.80.209 255.255.255.0
crypto isakmp keepalive 10 periodic
crypto ipsec transform-set esp-3des-sha esp-3des esp-sha-hmac
crypto map test 1 ipsec-isakmp
  set peer 10.2.80.209
  set transform-set esp-3des-sha
  match address 101
!
!
interface FastEthernet0
  ip address 10.1.32.14 255.255.255.0
  speed auto
  crypto map test
!

DPD をイネーブルにした Easy VPN Remote：例

次の設定は、ルータに対して、30 秒毎に定期的な DPD メッセージを送信するように指示するもので

す。ピアによる DPD R_U_THERE メッセージに対する応答が失敗した場合、ルータによって、20 秒
毎にメッセージが再送信されます（全部で 4 回の転送）。

crypto isakmp keepalive 30 20 periodic
crypto ipsec client ezvpn ezvpn-config
  connect auto
  group unity key preshared
  mode client
  peer 10.2.80.209
!
!
interface Ethernet0
  ip address 10.2.3.4 255.255.255.0
  half-duplex
  crypto ipsec client ezvpn ezvpn-config inside
!
interface FastEthernet0
  ip address 10.1.32.14 255.255.255.0
  speed auto
  crypto ipsec client ezvpn ezvpn-config outside

debug crypto isakmp コマンドを使用した DPD 設定の確認：例

次の debug crypto isakmp コマンドの出力例では、IKE DPD がイネーブルになっていることを確認し

ています。

*Mar 25 15:17:14.131: ISAKMP:(0:1:HW:2):IKE_DPD is enabled, initializing timers

IKE DPD がイネーブルになっていること（および、ピアによって DPD がサポートされていること）

を確認するには、定期的な DPD をイネーブルにする時に、コマンドによって指定された間隔で次のデ

バッグ メッセージが出力されることを確認する必要があります。
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*Mar 25 15:18:52.107: ISAKMP:(0:1:HW:2): sending packet to 10.2.80.209 my_port 
500 peer_port 500 (I) QM_IDLE
*Mar 25 15:18:52.107: ISAKMP:(0:1:HW:2):purging node 899852982 *Mar 25 15:18:52.111: 
ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_TIMER, 
IKE_TIMER_IM_ALIVE
*Mar 25 15:18:52.111: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_P1_COMPLETE

上記のメッセージは、DPD R_U_THERE メッセージの送信に対応しています。

*Mar 25 15:18:52.123: ISAKMP (0:268435457): received packet from 10.2.80.209 
dport 500 sport 500 Global (I) QM_IDLE
*Mar 25 15:18:52.123: ISAKMP: set new node -443923643 to QM_IDLE *Mar 25 15:18:52.131: 
ISAKMP:(0:1:HW:2): processing HASH payload. message ID = 
-443923643
*Mar 25 15:18:52.131: ISAKMP:(0:1:HW:2): processing NOTIFY R_U_THERE_ACK protocol 1

spi 0, message ID = -443923643, sa = 81BA4DD4
*Mar 25 15:18:52.135: ISAKMP:(0:1:HW:2): DPD/R_U_THERE_ACK received from peer 
10.2.80.209, sequence 0x9
*Mar 25 15:18:52.135: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting node -443923643 error FALSE 
reason "informational (in) state 1"
*Mar 25 15:18:52.135: ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_INFO_NOTIFY *Mar 
25 15:18:52.135: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_P1_COMPLETE

上記のメッセージは、ピアからの確認応答（ACK）メッセージに対応しています。

Router#
*Mar 25 15:47:35.335: ISAKMP: set new node -90798077 to QM_IDLE *Mar 25 15:47:35.343: 
ISAKMP:(0:1:HW:2): sending packet to 10.2.80.209 my_port 
500 peer_port 500 (I) QM_IDLE
*Mar 25 15:47:35.343: ISAKMP:(0:1:HW:2):purging node -90798077 *Mar 25 15:47:35.347: 
ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_TIMER, 
IKE_TIMER_IM_ALIVE
*Mar 25 15:47:35.347: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_P1_COMPLETE

*Mar 25 15:47:36.611: ISAKMP:(0:1:HW:2):purging node 1515050537 *Mar 25 15:47:37.343: 
ISAKMP:(0:1:HW:2):incrementing error counter on sa: 
PEERS_ALIVE_TIMER
*Mar 25 15:47:37.343: ISAKMP: set new node -1592471565 to QM_IDLE *Mar 25 15:47:37.351: 
ISAKMP:(0:1:HW:2): sending packet to 10.2.80.209 my_port 
500 peer_port 500 (I) QM_IDLE
*Mar 25 15:47:37.351: ISAKMP:(0:1:HW:2):purging node -1592471565 *Mar 25 15:47:37.355: 
ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_TIMER, 
IKE_TIMER_PEERS_ALIVE
*Mar 25 15:47:37.355: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_P1_COMPLETE

*Mar 25 15:47:39.355: ISAKMP:(0:1:HW:2):incrementing error counter on sa: 
PEERS_ALIVE_TIMER
*Mar 25 15:47:39.355: ISAKMP: set new node 1758739401 to QM_IDLE *Mar 25 15:47:39.363: 
ISAKMP:(0:1:HW:2): sending packet to 10.2.80.209 my_port 
500 peer_port 500 (I) QM_IDLE
*Mar 25 15:47:39.363: ISAKMP:(0:1:HW:2):purging node 1758739401 *Mar 25 15:47:39.367: 
ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_TIMER, 
IKE_TIMER_PEERS_ALIVE
*Mar 25 15:47:39.367: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_P1_COMPLETE

*Mar 25 15:47:41.367: ISAKMP:(0:1:HW:2):incrementing error counter on sa: 
PEERS_ALIVE_TIMER
*Mar 25 15:47:41.367: ISAKMP: set new node 320258858 to QM_IDLE *Mar 25 15:47:41.375: 
ISAKMP:(0:1:HW:2): sending packet to 10.2.80.209 my_port 
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500 peer_port 500 (I) QM_IDLE
*Mar 25 15:47:41.379: ISAKMP:(0:1:HW:2):purging node 320258858 *Mar 25 15:47:41.379: 
ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_TIMER, 
IKE_TIMER_PEERS_ALIVE
*Mar 25 15:47:41.379: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_P1_COMPLETE

*Mar 25 15:47:43.379: ISAKMP:(0:1:HW:2):incrementing error counter on sa: 
PEERS_ALIVE_TIMER
*Mar 25 15:47:43.379: ISAKMP: set new node -744493014 to QM_IDLE *Mar 25 15:47:43.387: 
ISAKMP:(0:1:HW:2): sending packet to 10.2.80.209 my_port 
500 peer_port 500 (I) QM_IDLE
*Mar 25 15:47:43.387: ISAKMP:(0:1:HW:2):purging node -744493014 *Mar 25 15:47:43.391: 
ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_TIMER, 
IKE_TIMER_PEERS_ALIVE
*Mar 25 15:47:43.391: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_P1_COMPLETE

*Mar 25 15:47:45.391: ISAKMP:(0:1:HW:2):incrementing error counter on sa: 
PEERS_ALIVE_TIMER
*Mar 25 15:47:45.391: ISAKMP:(0:1:HW:2):peer 10.2.80.209 not responding! *Mar 25 
15:47:45.391: ISAKMP:(0:1:HW:2):peer does not do paranoid keepalives.

*Mar 25 15:47:45.391: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting SA reason "peers alive" state 
(I) QM_IDLE       (peer 10.2.80.209) input queue 0
*Mar 25 15:47:45.395: ISAKMP: Unlocking IPSEC struct 0x81E5C4E8 from 
delete_siblings, count 0
*Mar 25 15:47:45.395: %CRYPTO-5-SESSION_STATUS: Crypto tunnel is DOWN.  Peer 
10.2.80.209:500       Id: 10.2.80.209
*Mar 25 15:47:45.399: ISAKMP: set new node -2061951065 to QM_IDLE *Mar 25 15:47:45.411: 
ISAKMP:(0:1:HW:2): sending packet to 10.2.80.209 my_port 
500 peer_port 500 (I) QM_IDLE
*Mar 25 15:47:45.411: ISAKMP:(0:1:HW:2):purging node -2061951065 *Mar 25 15:47:45.411: 
ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_TIMER, 
IKE_TIMER_PEERS_ALIVE
*Mar 25 15:47:45.411: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_DEST_SA

*Mar 25 15:47:45.415: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting SA reason "peers alive" state 
(I) QM_IDLE       (peer 10.2.80.209) input queue 0
*Mar 25 15:47:45.415: ISAKMP: Unlocking IKE struct 0x81E5C4E8 for 
isadb_mark_sa_deleted(), count 0
*Mar 25 15:47:45.415: ISAKMP: Deleting peer node by peer_reap for 10.2.80.209: 
81E5C4E8
*Mar 25 15:47:45.415: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting node -1067612752 error TRUE 
reason "peers alive"
*Mar 25 15:47:45.415: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting node -114443536 error TRUE 
reason "peers alive"
*Mar 25 15:47:45.419: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting node 2116015069 error TRUE 
reason "peers alive"
*Mar 25 15:47:45.419: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting node -1981865558 error TRUE 
reason "peers alive"
*Mar 25 15:47:45.419: ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_INTERNAL, IKE_PHASE1_DEL *Mar 25 
15:47:45.419: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_DEST_SA  New State = 
IKE_DEST_SA

*Mar 25 15:47:45.419: ISAKMP: received ke message (4/1)
*Mar 25 15:47:45.419: ISAKMP: received ke message (3/1)
*Mar 25 15:47:45.423: ISAKMP: ignoring request to send delete notify (no ISAKMP 
sa) src 10.1.32.14 dst 10.2.80.209 for SPI 0x3A7B69BF
*Mar 25 15:47:45.423: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting SA reason "" state (I) 
MM_NO_STATE (peer 10.2.80.209) input queue 0
*Mar 25 15:47:45.423: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting node -1067612752 error FALSE 
reason ""
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*Mar 25 15:47:45.423: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting node -114443536 error FALSE 
reason ""
*Mar 25 15:47:45.423: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting node 2116015069 error FALSE 
reason ""
*Mar 25 15:47:45.427: ISAKMP:(0:1:HW:2):deleting node -1981865558 error FALSE 
reason ""
*Mar 25 15:47:45.427: ISAKMP:(0:1:HW:2):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_MM_EXCH *Mar 25 
15:47:45.427: ISAKMP:(0:1:HW:2):Old State = IKE_DEST_SA  New State = 
IKE_DEST_SA

上記のメッセージは、リモート ピアが到達不能なっている時に何が発生しているのかを示しています。

ルータによって、 終的に IPsec および SA が削除される前に、1 つの DPD R_U_THERE メッセージ

および 4 つの転送が送信されます。

クリプト マップ内の複数のピアとの組み合せで使用される DPD および 
Cisco IOS キープアライブ

次に、SA を確立するために IKE が使用される場合、DPD および Cisco IOS キープアライブがクリプ

ト マップ設定内の複数のピアとの組み合せで使用される例を示します。この例では、SA が、10.0.0.1、
10.0.0.2、または 10.0.0.3 の IPsec ピアに設定される可能性があります。

crypto map green 1 ipsec-isakmp
  set peer 10.0.0.1
  set peer 10.0.0.2
  set peer 10.0.0.3
  set transform-set txfm
  match address 101

Easy VPN Remote の複数のピアとの組み合せで使用される DPD：例

次に、DPD が Easy VPN Remote コンフィギュレーション内の複数のピアとの組み合せで使用される例

を示します。この例では、SA が、10.10.10.10、10.2.2.2、または 10.3.3.3 の IPsec ピアに設定される

可能性があります。

crypto ipsec client ezvpn ezvpn-config
  connect auto
  group unity key preshared
  mode client
  peer 10.10.10.10
  peer 10.2.2.2
  peer 10.3.3.3

その他の参考資料
次の項では、IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプション機能の関連資料を示します。

関連資料

内容 参照先

IPsec の設定 「Configuring Security for VPNs with IPsec」

IPsec コマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』
12
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規格

MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

DPD は、インターネット ドラフト

「draft-ietf-ipsec-dpd-04.txt」に準拠しています。この

ドラフトは、Informational RFC（番号はまだ割り当

てられていません）として公表の検討中です。

—

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの機能
情報

表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。

Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 1 IPSec デッド ピア検出定期メッセージ オプションの機能情報

機能名 リリース 機能情報

IPsec Dead Peer Detection Periodic Message 
Option

12.3(7)T
12.2(33)SRA
12.2(33)SXH

IPsec デッド ピア検出定期メッセージ オプション機能を使

用すれば、ルータを、その IKE ピアの活性を定期的に照会

するように設定できます。このオプションを使用すると、

デフォルトのオンデマンド デッド ピア検出機能を使用した

場合に比べ、停止しているピアをより早期に検出できます。

この機能は、Cisco IOS Release 12.3(7)T で導入されまし

た。

この機能は、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合され

ました。

この機能は、Cisco IOS Release 12.2(33)SXH に統合され

ました。

次のコマンドが導入または変更されました。
crypto isakmp keepalive
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IPsec SA アイドル タイマー

Cisco IOS ソフトウェアを実行しているルータによってピアの IPsec Security Association（SA; セキュ

リティ アソシエーション）が作成される場合、その SA を維持するためにリソースを割り当てる必要

があります。SA には、メモリと、複数の管理されたタイマーが必要です。ピアがアイドル状態だと、

それらのリソースが無駄になってしまいます。あまりに多くのリソースがアイドル状態のピアによって

浪費されてしまうと、ルータによる他のピアとの新しい SA の作成ができなくなる可能性があります。

IPsec SA アイドル タイマー機能では、SA のアクティビティをモニタリングするための、設定可能な

アイドル タイマーが導入されており、これにより、アイドル状態のピアの SA を削除できます。この

機能の利点は次のとおりです。

• 向上したリソースの可用性

• 改善された Cisco IOS IPsec 配置のスケーラビリティ

IPsec SA アイドル タイマーの機能仕様

プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージ

の各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。アクセスには、Cisco.com の
アカウントが必要です。アカウントを持っていないか、ユーザ名またはパスワードが不明の場合は、ロ

グイン ダイアログボックスの [Cancel] をクリックし、表示される指示に従ってください。

機能の履歴

リリース 変更点

12.2(15)T この機能が追加されました。

12.3(14)T set security-association idle-time コマンドが追加され、指定されたクリ

プト マップに対する IPsec アイドル タイマーの設定が可能になりました。

サポートされているプラットフォーム

Cisco 1700 シリーズ アクセス ルータ、Cisco 2400 シリーズ統合アクセス 装置、Cisco 2600 シリー

ズ マルチサービス プラットフォーム、Cisco 3600 シリーズ マルチサービス プラットフォーム、

Cisco 3700 シリーズ マルチサービス アクセス ルータ、Cisco 7100 シリーズ VPN ルータ、

Cisco 7200 シリーズ ルータ、Cisco 7400 シリーズ ルータ、Cisco 7500 シリーズ ルータ、

Cisco 801–804 ISDN ルータ、Cisco 805 シリアル ルータ、Cisco 806 ブロードバンド ルータ、

Cisco 811、Cisco 813、Cisco 820、Cisco 827 ADSL ルータ、Cisco 828 G.SHDSL ルータ、

Cisco 8850-RPM、Cisco 950、Cisco AS5350 ユニバーサル ゲートウェイ、Cisco AS5400 シリーズ 
ユニバーサル ゲートウェイ、Cisco 統合通信システム 7750、Cisco MC3810 シリーズ マルチサービ

ス アクセス コンセントレータ、Cisco ubr7200、Cisco ubr900 シリーズ ケーブル アクセス ルータ
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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この章の構成
• 「IPsec SA アイドル タイマーの前提条件」（P.2）

• 「IPsec SA アイドル タイマーに関する情報」（P.2）

• 「IPsec SA アイドル タイマーの設定方法」（P.3）

• 「IPsec SA アイドル タイマーの設定例」（P.5）

• 「その他の参考資料」（P.5）

• 「コマンド リファレンス」（P.6）

IPsec SA アイドル タイマーの前提条件
「Internet Key Exchange for IPsec VPNs」で記述したとおりに Internet Key Exchange（IKE; インター

ネット キー エクスチェンジ）を設定する必要があります。

IPsec SA アイドル タイマーに関する情報
IPsec SA アイドル タイマー機能を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「IPsec セキュリティ アソシエーションのライフタイム」（P.2）

• 「IPsec SA アイドル タイマー」（P.2）

• 「IPsec SA アイドル タイマーの利点」（P.3）

IPsec セキュリティ アソシエーションのライフタイム

現在、Cisco IOS ソフトウェアでは、IPsec SA のライフタイムの設定が可能です。ライフタイムは、グ

ローバルに、またはクリプト マップごとに設定できます。ライフタイムには、「指定時刻」ライフタイ

ムと、「トラフィック量」ライフタイムの 2 種類があります。これらのライフタイムに到達すると、セ

キュリティ アソシエーションが期限切れになります。

IPsec SA アイドル タイマー

IPsec SA アイドル タイマーは、IPsec SA のグローバル ライフタイムとは異なります。グローバル ラ
イフタイムの有効期間は、ピアのアクティビティとは独立しています。IPsec SA アイドル タイマーを

使用すれば、非アクティブなピアに関連付けられた SA を、グローバル ライフタイムが期限切れにな

る前に削除できます。

IPsec SA アイドル タイマーが設定されていない場合、IPsec SA のグローバル ライフタイムだけが適用

されます。SA は、ピアのアクティビティと関わりなく、グローバル タイマーが有効期限切れになるま

で維持されます。

（注） アイドル タイマーの期限切れのために、特定のピアに対する 新の IPsec SA が削除された場合、その

ピアに対する IKE も削除されます。
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IPsec SA アイドル タイマーの利点

向上したリソースの可用性

IPsec SA アイドル タイマー機能を設定すると、アイドル状態のピアに関連付けられた SA が削除され

ることによって、リソースの可用性が増加します。

改善された Cisco IOS IPsec 配置のスケーラビリティ

IPsec SA アイドル タイマー機能によって、アイドル状態のピアによるリソースの無駄遣いを防止でき

るので、より多くのリソースを、必要に応じた新しい SA の作成に使用できます。

IPsec SA アイドル タイマーの設定方法
• 「IPsec SA Idle Timer のグローバルな設定」（P.3）

• 「クリプト マップごとの IPsec SA アイドル タイマーの設定」（P.4）

IPsec SA Idle Timer のグローバルな設定

このタスクでは、IPsec SA アイドル タイマーをグローバルに設定します。このアイドル タイマーの設

定は、すべての SA に適用されます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec security-association idle-time seconds

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec security-association idle-time 
seconds

例：

Router(config)# crypto ipsec 
security-association idle-time 600

IPsec SA アイドル タイマーを設定します。

• seconds 引数では、アイドル タイマーが非アクティブ 
ピアによる SA の維持を許可する時間を秒単位で指定

します。seconds 引数の有効な値の範囲は、60 ～ 
86400 です。
3
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クリプト マップごとの IPsec SA アイドル タイマーの設定

このタスクでは、指定されたクリプト マップの IPsec SA アイドル タイマーを設定します。アイドル 
タイマーの設定は、指定されたクリプト マップ下のすべての SA に適用されます。

（注） この設定タスクは、Cisco IOS Release 12.3(14)T から有効になりました。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map map-name seq-number ipsec-isakmp 

4. set security-association idle-time seconds

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map map-name seq-number ipsec-isakmp

例：

Router(config)# crypto map test 1 ipsec-isakmp

クリプト マップ エントリを作成または変更し、クリプト 
マップ コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 set security-association idle-time seconds

例：

Router(config-crypto-map)# set 
security-association idle-time 600

デフォルト ピアが使用される前に、現在のピアをアイドル

状態にしておける 大期間を指定します。

• seconds 引数は、デフォルト ピアが使用される前に現

在のピアをアイドル状態にできる秒数です。有効値は 
60 ～ 86400 です。
4
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  IPsec SA アイドル タイマーの設定例
IPsec SA アイドル タイマーの設定例
• 「IPsec SA アイドル タイマー のグローバルな設定例」（P.5）

• 「クリプト マップごとの IPsec SA アイドル タイマーの設定例」（P.5）

IPsec SA アイドル タイマー のグローバルな設定例

次に、IPsec SA アイドル タイマー をグローバルに設定して、600 秒後に非アクティブなピアの SA を
廃棄している例を示します。

crypto ipsec security-association idle-time 600

クリプト マップごとの IPsec SA アイドル タイマーの設定例

次に、test という名前のクリプト マップの IPsec SA アイドル タイマーを設定して、600 秒後に非アク

ティブなピアの SA を廃棄している例を示します。

crypto map test 1 ipsec-isakmp
set security-association idle-time 600

（注） 上記の設定は、Cisco IOS Release 12.3(14)T までは使用できませんでした。

その他の参考資料
IPsec SA アイドル タイマー の関連資料については、次の項を参照してください。

• 「関連資料」（P.5）

• 「規格」（P.5）

• 「MIB」（P.6）

• 「RFC」（P.6）

• 「シスコのテクニカル サポート」（P.6）

関連資料

規格

内容 参照先

IKE の設定に関する追加情報 「Internet Key Exchange for IPsec VPNs」

IPsec SA のグローバル ライフタイムの設定に関する

追加情報

• 「Configuring Security for VPNs with IPsec」

• 「IPsec Preferred Peer」

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

規格 タイトル

なし —
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MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• crypto ipsec security-association idle-time

• set security-association idle-time

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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

RFC タイトル

なし —

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport
6
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  コマンド リファレンス
これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、

偶然の一致によるものです。

© 2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2009–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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IPsec 暗号化エンジンの低遅延キューイング
（LLQ）

機能の履歴

このフィーチャ モジュールでは、Cisco IOS Release 12.2(13)T および 12.2(14)S に導入されている 
IPsec 暗号化エンジンの Low Latency Queueing（LLQ; 低遅延キューイング）機能について説明しま

す。次の項で構成されています。

• 「機能の概要」（P.1）

• 「サポートされているプラットフォーム」（P.3）

• 「サポートされている規格、MIB、および RFC」（P.3）

• 「前提条件」（P.4）

• 「設定作業」（P.4）

• 「IPsec 暗号化エンジンの LLQ のモニタおよびメンテナンス」（P.7）

• 「設定例」（P.7）

• 「コマンド リファレンス」（P.8）

• 「用語集」（P.9）

機能の概要
IPsec 暗号化エンジンの LLQ 機能を使用すると、暗号化エンジンの前にキューイングを実行するとい

う考え方により、パケット遅延を軽減できます。以前は、暗号処理エンジンによって、データ トラ

フィックと音声トラフィックが同じステータスを与えられていました。現在では、管理者は音声トラ

フィックをプライオリティ指定します。ルータ インターフェイスに到着するデータ パケットは、デー

タ パケット インバウンド キューに送られて暗号化エンジンで処理されます。このキューをベスト エ
フォート キューといいます。ルータ インターフェイスに到着する音声パケットは、プライオリティ パ

リリース 変更点

12.2(13)T この機能が追加されました。

12.2(14)S この機能は、Cisco IOS Release 12.2(14)S に統合されました。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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  機能の概要
ケット インバウンド キューに送られて暗号化エンジンで処理されます。このキューをプライオリティ 
キューといいます。暗号化エンジンは、音声パケットに適した速度でパケット処理を実行します。音声

パケットには、暗号化エンジンで 小の処理帯域幅が保証されています。

利点

IPsec 暗号化エンジンの LLQ 機能を使用すると、プライオリティを指定したトラフィックに対し、特

定レベルの暗号化エンジン処理時間が保証されます。

（注） Cisco 2600 プラットフォーム（Cisco 2691 ルータは除く）では、暗号化エンジンが輻輳する前に CPU 
使用率が 大に達するため、遅延は改善されません。

音声パフォーマンスの改善

音声パケットはプライオリティで識別できるため、暗号化エンジンで特定の比率の処理帯域幅を保証で

きます。この機能では、輻輳したネットワークに音声トラフィックが流れる場合に音声品質を保証する

と、エンド ユーザの処理に影響が出ます。

遅延およびジッタの改善 
予測可能性はネットワーク パフォーマンスの重要なコンポーネントです。IPsec 暗号化エンジンの 
Low Latency Queueing（LLQ; 低遅延キューイング）機能を使用すると、VPN のネットワーク トラ

フィックが予測可能になります。この機能を無効にすると、VPN 経由で IP 電話を使用しているエンド 
ユーザに、ジッタまたは遅延（ネットワーク全体の遅延および輻輳の症状）が発生する場合がありま

す。この機能をイネーブルにすれば、このような望ましくない特性は生じなくなります。

制約事項

• トンネルごとの QoS ポリシーなし。インターフェイス QoS ポリシーがすべてのトンネルを表す。

• 同じ IP precedence/DSCP がインバウンドおよびアウトバウンドの音声パケットを生成していると

想定。

• IP precedence/DSCP による音声パケット生成は発信元で実行されると想定。

• インターフェイス QoS ポリシーの音声トラフィックの一致基準が制限を受ける。

• コール アドミッション制御が企業内に適用されていると想定。

• aggregate ポリシーの帯域幅が暗号化エンジンの帯域幅を超える場合は、厳密なエラー チェックは

実行されない。警告が表示されるだけで設定は可能です。

• 音声パケットはすべて暗号化されているか、すべて暗号化されていないかのいずれかであると想定。

関連機能およびテクノロジー

• CBWFQ

• プライオリティ キューイング

• 均等化キューイング
2



IPsec 暗号化エンジンの低遅延キューイング（LLQ）

  サポートされているプラットフォーム
関連資料

• 『Cisco IOS Quality of Service Solutions Command Reference』

• 『Cisco IOS Quality of Service Solutions Configuration Guide』の「Configuring Weighted Fair 
Queueing」の章

サポートされているプラットフォーム

12.2(14)S 以降

IPsec 暗号化エンジンの LLQ 機能がサポートされているのは次のプラットフォームです。

• Cisco 7200 シリーズ

12.2(13)T

IPsec 暗号化エンジンの LLQ 機能は、Cisco IOS Release 12.2(13)T 以降を使用する、次のすべてのプ

ラットフォームでサポートされています。

• Cisco 2600 シリーズ

• Cisco 3600 シリーズ

• Cisco 7100 シリーズ

• Cisco 7200 シリーズ

ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

Cisco IOS ソフトウェア イメージの可用性

特定の Cisco IOS ソフトウェア リリースをサポートしているプラットフォームは、そのプラット

フォーム用のソフトウェア イメージがあるかどうかによります。一部のプラットフォームのソフト

ウェア イメージは、事前の通知なしに延期、遅延、または変更される場合があります。各 Cisco IOS 
ソフトウェア リリースのプラットフォーム サポートおよび利用可能なソフトウェア イメージの更新情

報は、オンライン リリース ノートまたは Cisco Feature Navigator（サポートされている場合）を参照

してください。

サポートされている規格、MIB、および RFC
規格

• この機能によってサポートされる新しい規格や変更された規格はありません。

MIB

• この機能によってサポートされる新しい規格や変更された規格はありません。
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IPsec 暗号化エンジンの低遅延キューイング（LLQ）

  前提条件
選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セットの 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

RFC

• この機能によってサポートされる新しい RFC や変更された RFC はありません。

前提条件
この機能を使用するには、次の内容を理解している必要があります。

• アクセス コントロール リスト

• 帯域幅管理

• CBWFQ

設定作業
IPsec 暗号化エンジンの LLQ を設定するには、以下の項で説明する作業を実行します。

（注） インターフェイスのサーバ ポリシーの設定に関する詳細については、Cisco IOS Release 12.2 の
『Quality of Service Solutions Command Reference』を参照してください。

• 「クラス マップの定義」（必須）

• 「ポリシー マップでのクラス ポリシーの設定」（必須）

• 「プライオリティ キューのクラス ポリシーの設定」（必須）

• 「指定した帯域幅を使用するクラス ポリシーの設定」（任意）

• 「Class-Default クラス ポリシーの設定」（任意）

• 「サービス ポリシーのアタッチ」（必須）

• 「ポリシー マップとそのクラスの設定の確認」（任意）

クラス マップの定義

クラスにパケットが属しているかをチェックする一致基準を含むクラス マップを作成するには、グ

ローバル コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。
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IPsec 暗号化エンジンの低遅延キューイング（LLQ）

  設定作業
ポリシー マップでのクラス ポリシーの設定

ポリシー マップを設定し、サービス ポリシーを構成するクラス ポリシーを作成するには、 初に 
policy-map コマンドを使用してポリシー マップの名前を指定します。次に、次のコマンドを 1 つ以上

使い、標準クラスまたはデフォルト クラスのポリシーを設定します。

• priority 

• bandwidth 

• queue-limit または random-detect 

• fair-queue（class-default クラスの場合のみ）

定義するクラスごとに、リストされているコマンドを 1 つ以上使い、クラス ポリシーを設定します。

たとえば、あるクラスには帯域幅を、別のクラスには帯域幅およびキュー制限を指定します。

ポリシー マップのデフォルト クラス（一般に class-default クラスといいます）は、ポリシー マップで

定義されているその他のクラスの一致基準を満たさない場合にトラフィックが送られるクラスです。

クラス ポリシーはルータで定義可能な数だけ設定できます（ 大 64 個）。ただし、ポリシー マップの

すべてのクラスに割り当てられている帯域幅の合計は、 小 Committed Information Rate（CIR; 認定

情報レート）を超えてはいけません。 小 CIR は、Virtual Circuit（VC; 仮想回線）と、frame-relay 
voice bandwidth コマンドおよび frame-relay ip rtp priority コマンドで予約されている帯域幅の差に

設定されているレートです。 小 CIR が設定されていない場合は、CIR の半分が帯域幅のデフォルト

になります。割り当てられていない帯域幅がある場合は、残っている帯域幅は設定されている帯域幅に

応じてクラスに割り当てられます。

ポリシー マップのクラス ポリシーを設定するには、以降の項で説明する作業を実行します。 初の項

の作業は必須ですが、残りの項の作業は任意です。

プライオリティ キューのクラス ポリシーの設定

ポリシー マップを設定し、ポリシー マップ内のクラスにプライオリティを設定するには、グローバル 
コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# class-map class-map-name 作成するクラス マップの名前を指定します。

ステップ 2 Router(config-cmap)# match access-group 
{access-group | name access-group-name} 

または

Router(config-cmap)# match 
input-interface interface-name 

または

Router(config-cmap)# match protocol 
protocol 

クラスにコンテンツ パケットが属しているかをチェックする 
Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）の名

前を指定します。

クラスにパケットが属しているかをチェックする一致基準として

使用する入力インターフェイスの名前を指定します。

クラスにパケットが属しているかをチェックする一致基準として

使用するプロトコルの名前を指定します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# policy-map policy-map 作成または変更するポリシー マップの名前を指定します。
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IPsec 暗号化エンジンの低遅延キューイング（LLQ）

  設定作業
指定した帯域幅を使用するクラス ポリシーの設定

ポリシー マップを設定し、サービス ポリシーを構成するクラス ポリシーを作成するには、グローバル 
コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

同じポリシー マップ内でクラスを複数設定する場合は、ステップ 2 およびステップ 3 を繰り返してく

ださい。

Class-Default クラス ポリシーの設定

class-default クラスは、定義したクラスのいずれにも該当しないトラフィックを分類するために使用さ

れます。ポリシー マップの作成時に class-default クラスを事前定義していても、あらためて定義する必

要があります。デフォルト クラスを設定していなければ、設定したクラスのいずれにも該当しないトラ

フィックはベストエフォート扱いになります。ベストエフォート扱いとは、可能な場合はネットワーク

がそのトラフィックを配信し、信頼性、遅延防止、スループットは保証されないというものです。

ポリシー マップと class-default クラスを設定するには、グローバル コンフィギュレーション モードで

次のコマンドを使用します。

ステップ 2 Router(config-cmap)# class class-name 作成し、サービス ポリシーで使用するクラスの名前を指定します。

ステップ 3 Router(config-pmap-c)# priority 
bandwidth-kbps 

完全プライオリティ クラスを作成し、そのクラスに割り当てる帯

域幅の量（kbps）を指定します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# policy-map policy-map 作成または変更するポリシー マップの名前を指定します。

ステップ 2 Router(config-cmap)# class class-name 作成し、サービス ポリシーで使用するクラスの名前を指定します。

ステップ 3 Router(config-pmap-c)# bandwidth 
bandwidth-kbps 

クラスに割り当てる帯域幅の量（kbps）または使用可能な帯域幅

のパーセンテージを指定します。帯域幅は kbps またはパーセン

テージで指定します。単位はクラス内で統一します（プライオリ

ティ キューの帯域幅は kbps で指定）。

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# policy-map policy-map 作成または変更するポリシー マップの名前を指定します。

ステップ 2 Router(config-cmap)# class class-default 
default-class-name 

ポリシーを設定または変更できるようにデフォルト クラスを指定

します。

ステップ 3 Router(config-pmap-c)# bandwidth 
bandwidth-kbps 

または

Router(config-pmap-c)# fair-queue 
[number-of-dynamic-queues] 

クラスに割り当てる帯域幅の量（kbps）を指定します。

デフォルト クラスで実行されているフロー ベースの WFQ の使用

に予約する、ダイナミック キューの数を指定します。ダイナミッ

ク キューの数はインターフェイスの帯域幅から求めます。
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  IPsec 暗号化エンジンの LLQ のモニタおよびメンテナンス
サービス ポリシーのアタッチ 
サービス ポリシーを出力インターフェイスにアタッチし、IPsec 暗号化エンジンの LLQ をイネーブル

にするには、マップ クラス コンフィギュレーション モードで次のコマンドを使用します。

ポリシー マップとそのクラスの設定の確認

インターフェイスに設定されている特定のポリシー マップまたはすべてのポリシー マップの内容を表

示するには、必要に応じて EXEC モードで次のコマンドを使用します。

IPsec 暗号化エンジンの LLQ のモニタおよびメンテナンス
IPsec 暗号化エンジンの LLQ をモニタおよびメンテナンスするには、EXEC モードで次のコマンドを

使用します。

IPsec 暗号化エンジンの LLQ のモニタに使用するコマンドの、より詳細なリストについては、「ポリ

シー マップとそのクラスの設定の確認」 の項を参照してください。

設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「IPsec 暗号化エンジンの LLQ の例」

コマンド 目的

ステップ 1 Router(config)# interface type number IPsec 暗号化エンジンの LLQ を使ってインターフェイスを指定し

ます。

ステップ 2 Router(config-if)# service-policy output 
policy-map 

指定したサービス ポリシー マップを出力インターフェイスにア

タッチし、IPsec 暗号化エンジンの LLQ をイネーブルにします。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# show frame-relay pvc dlci PVC および特定の Data Link Connection Identifier（DLCI; デー

タリンク接続識別子）のポリシー マップのクラスの設定に関する

統計情報を表示します。

ステップ 2 Router# show policy-map interface 
interface-name 

LLQ が設定されている場合は、すべてのポリシー マップのクラ

スの設定を表示します。

ステップ 3 Router# show policy-map interface 
interface-name dlci dlci 

LLQ が設定されている場合は、特定の DLCI の、ポリシー マッ

プのクラスの設定を表示します。

コマンド 目的

ステップ 1 Router# show crypto eng qos IPsec 暗号化エンジンの LLQ の統計情報をキューイングしている

サービスの品質を表示します。
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  コマンド リファレンス
IPsec 暗号化エンジンの LLQ の例

次の例では、保証帯域幅が 50 kbps の完全プライオリティ キューが、ソース アドレス 10.10.10.10 から

宛先アドレス 10.10.10.20 に送信される（ポートは 16384 ～ 20000 および 53000 ～ 56000 の範囲）ト

ラフィックに予約されています。

まず、次のコマンドでアクセス リスト 102 を設定して必要な音声トラフィックを一致させます。

Router(config)# access-list 102 permit udp host 10.10.10.10 host 10.10.10.20 range 16384 
20000
Router(config)# access-list 102 permit udp host 10.10.10.10 host 10.10.10.20 range 53000 
56000

次に、クラス マップ音声を定義し、policy1 というポリシー マップを作成します。続いて、クラス音声

の完全プライオリティ キューを予約し、クラス バーに帯域幅 20 kbps を設定し、WFQ のデフォルト 
クラスを設定します。さらに、service-policy コマンドを使ってポリシー マップを fas0/0 にアタッチし

ます。

Router(config)# class-map voice
Router(config-cmap)# match access-group 102
Router(config)# policy-map policy1
Router(config-pmap)# class voice
Router(config-pmap-c)# priority 50
Router(config-pmap)# class bar
Router(config-pmap-c)# bandwidth 20
Router(config-pmap)# class class-default
Router(config-pmap-c)# fair-queue
Router(config)# interface fas0/0
Router(config-if)# service-policy output policy1

コマンド リファレンス
次の新しいコマンドがこの機能に関連しています。このコマンドおよびこの機能で使用するその他のコ

マンドのコマンド ページを参照する場合は、『Cisco IOS Master Commands List』にアクセスしてくだ

さい。

• show crypto eng qos

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』 

（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool 

（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。
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  用語集
用語集
IKE：Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）。IKE は共有セキュリティ 
ポリシーを確立し、サービス（IPsec など）のキーを認証します。IPsec トラフィックを通過させる前

に、ルータ、ファイアウォール、ホストそれぞれでピアの ID を検証する必要があります。それには、

事前共有キーを両ホストに手動で入力するか、CA サービスを使用します。

IPsec：IP Security（IP セキュリティ）。オープン規格のフレームワークであり、関与するピア間にお

けるデータの機密保持、データ整合性、データ認証を実現します。IPsec では、これらのセキュリティ 
サービスが IP レイヤで実現されます。IPsec では、ローカル ポリシーに基づいたプロトコルやアルゴ

リズムのネゴシエーションの処理や、IPsec に使用される暗号キーや認証キーの生成が、IKE を通じて

行われます。IPsec は、1 組のホスト間、1 組のセキュリティ ゲートウェイ間、またはセキュリティ 
ゲートウェイとホスト間で 1 つ以上のデータ フローを保護するために使用できます。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2009–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.
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  用語集
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IPsec VPN モニタリング

IPSec VPN モニタリング機能では、VPN セッション モニタリング拡張機能によって、Virtual Private 
Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）のトラブルシューティングを行い、エンド

ユーザ インターフェイスをモニタリングできます。セッション モニタリング拡張には、次のものが含

まれます。

• コンフィギュレーション ファイル内の Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクス

チェンジ）ピアの説明を指定する機能

• 暗号セッション ステータスの一覧

• 暗号セッションのアップまたはダウン ステータスのシスログ通知

• 1 つの Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用して、IKE と IP 
Security（IPSec; IP セキュリティ）の両方の Security Association（SA; セキュリティ アソシエー

ション）をクリアする機能

IPsec VPN モニタリングの機能履歴

プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージ

の各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。アクセスには、Cisco.com の
アカウントが必要です。アカウントを持っていないか、ユーザ名またはパスワードが不明の場合は、ロ

グイン ダイアログボックスの [Cancel] をクリックし、表示される指示に従ってください。

この章の構成
• 「IPsec VPN モニタリングの前提条件」（P.2）

• 「IPsec VPN モニタリングの制約条件」（P.2）

• 「IPsec VPN モニタリングに関する情報」（P.2）

• 「IPsec VPN モニタリングの設定方法」（P.4）

• 「IPsec VPN モニタリングの設定例」（P.6）

リリース 変更点

12.3(4)T この機能が追加されました。
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
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• 「その他の参考資料」（P.7）

• 「コマンド リファレンス」（P.8）

IPsec VPN モニタリングの前提条件
• IPSec と暗号化についての知識が必要です。

• ご使用のルータで IPSec がサポートされている必要があります。また IPsec VPN モニタリング機

能を使用する前に、ルータ上で IPSec を設定しておく必要があります。

IPsec VPN モニタリングの制約条件
• ルータ上で Cisco IOS の k8 または k9 暗号イメージを実行する必要があります。

IPsec VPN モニタリングに関する情報
IPSec VPN のトラブルシューティングを行い、エンドユーザ インターフェイスをモニタリングするに

は、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「背景知識：暗号セッション」（P.2）

• 「Per-IKE Peer Description」（P.3）

• 「暗号セッション ステータスの一覧」（P.3）

• 「暗号セッションのアップまたはダウン ステータスのシスログ通知」（P.3）

• 「IKE および IPSec セキュリティ交換クリア コマンド」（P.4）

背景知識：暗号セッション

暗号セッションは、2 つの暗号エンドポイント間における一連の IPSec 接続（フロー）です。2 つの暗号

エンドポイントで、IKE をキーイング プロトコルとして使用している場合、それらの暗号エンドポイン

トは互いに対して IKE ピアになります。一般に、暗号セッションは、1 つの IKE セキュリティ アソシ

エーション（制御トラフィック用）と、 低 2 つの IPSec セキュリティ アソシエーション（データ トラ

フィック用、各方向に 1 つ）で構成されています。キー再生成中、または両サイドから同時に設定要求

が行われたことにより、同じセッションの IKE SAと IPSec SA が重複したり、IKE SA または IPSec SA 
が重複したりする可能性があります。
2
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Per-IKE Peer Description

Per-IKE Peer Description 機能を使用すれば、IKE ピアの選択に関する説明を入力できます

（Cisco IOS Release 12.3(4)T 以前は、ピアのを特定するために使用できるのは IP アドレスと完全修飾

ドメイン名（FQDN）だけでした。説明文を設定する方法はありませんでした）。そのピア独自の説明

（80 文字まで入力可能）は、その特定の IKE ピアを参照する際にはいつでも使用可能です。ピアの説

明を追加するには、description コマンドを使用します。

（注） Network Address Translation（NAT; ネットワーク アドレス変換）デバイスの背後に「存在する」 IKE 
ピアを一意に特定はできません。そのため、それらのピアでは、同じ内容のピアの説明を共有する必要

があります。

この説明フィールドの主要な利用目的はモニタリングです（たとえば、show コマンドを使用するとき

や、ロギング（シスログ メッセージ）などのためです）。説明フィールドは純粋に記述用です（たとえ

ば、クリプト マップを定義する際のピア アドレスや FQDN の置換としては使用できません）。

暗号セッション ステータスの一覧

show crypto session コマンドを入力して、すべてのアクティブ VPN セッションの一覧を取得できま

す。一覧には次の項目が含まれます。

• インターフェイス

• IKE ピアの説明（存在している場合）

• 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

同じピア（同じセッション）に対して複数の IKE または IPSec SA が確立される場合があります。その

場合、IKE ピアの説明は、ピアに関連付けられている各 IKE SA に対して、また、セッションのフロー

にサービスを提供する各 IPSec SA に対して、異なる値で繰り返されます。

このコマンドの show crypto session detail バリアントを使用して、セッションに関してより詳しい情

報を取得することもできます。

暗号セッションのアップまたはダウン ステータスのシスログ通知

暗号セッションのアップまたはダウン ステータスのシスログ通知を実行する機能では、暗号セッショ

ンがアップおよびダウンする度にシスログ通知を行います。

次に、暗号セッションがアップしたことを示すシスログ通知の例を示します。

%CRYPTO-5-SESSION_STATUS: Crypto session is UP. Peer 10.6.6.1:500 fvrf=name10 ivrf=name20  
Description: SJC24-2-VPN-Gateway Id: 10.5.5.2

次に、暗号セッションがダウンしたことを示すシスログ通知の例を示します。

%CRYPTO-5-SESSION_STATUS: Crypto session is DOWN. Peer 10.6.6.1:500 fvrf=name10 
ivrf=name20 Description: SJC24-2-VPN-Gateway Id: 10.5.5.2 
3
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IKE および IPSec セキュリティ交換クリア コマンド

IOS の旧バージョンでは、IKE 接続と IPSec 接続（つまり、SA）の両方を単独でクリアできるコマン

ドはありませんでした。その代わり、IKE をクリアするには clear crypto isakmp コマンドを使用し、

IPSec をクリアするには clear crypto ipsec コマンドを使用する必要がありました。新しい clear 
crypto session コマンドを使用すれば、IKE と IPSec の両方を、1 つのコマンドでクリアできます。特

定の暗号セッションや、すべてのセッションのサブセット（たとえば、あるリモート サイトへの単一

のトンネル）をクリアするには、ローカルまたはリモート IP アドレス、ローカルまたはリモート ポー

ト、フロント ドア VPN ルーティングおよびフォワーディング（FVRF）名、内部 VRF（IVRF）名と

いった、セッション固有のパラメータを指定する必要があります。削除する単一のトンネルを指定する

場合、リモート IP アドレスを使用するのが一般的です。

clear crypto session コマンドを使用する際にローカル IP アドレスをパラメータとして指定した場合、

その IP アドレスをローカル暗号エンドポイント（IKE ローカル アドレス）として共有しているすべて

のセッション（およびそれらの IKE SA と IPSec SA）がクリアされます。clear crypto session コマン

ドを使用する際に、パラメータを指定しなかった場合、ルータ内のすべての IPSec SA および IKE SA 
が削除されます。

IPsec VPN モニタリングの設定方法
この機能の設定作業については、次の項を参照してください。一覧内の各作業は、必須と任意に分けて

います。

• 「IKE ピアの説明の追加」（P.4）（任意）

• 「ピアの説明の確認」（P.5）（任意）

• 「暗号セッションのクリア」（P.6）（任意）

IKE ピアの説明の追加

IKE ピアの説明を IPSec VPN セッションに追加するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp peer {ip-address ip-address}

4. description
4
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手順の詳細

ピアの説明の確認

ピアの説明を確認するには、show crypto isakmp peer コマンドを使用します。

手順の概要

1. enable

2. show crypto isakmp peer

手順の詳細

例

次に、説明の例を示します。IKE ピア 10.2.2.9 の説明として「connection from site A」が追加されて

いることが確認できます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp peer {ip-address ip-address}

例：

Router (config)# crypto isakmp peer address 
10.2.2.9

アグレッシブ モードで、トンネル アトリビュートの認証、

許可、およびアカウンティング（AAA）に関する IKE クエ

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

ステップ 4 description

例：

Router (config-isakmp-peer)# description 
connection from site A

IKE ピアの説明を追加します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show crypto isakmp peer 

例：

Router# show crypto isakmp peer

ピアの説明を表示します。
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Router# show crypto isakmp peer

Peer: 10.2.2.9 Port: 500
Description: connection from site A
flags: PEER_POLICY

アドレス 10.2.2.9 のピアが接続され、セッションがアップになると、シスログのステータスが次のよ

うに表示されます。

%CRYPTO-5-SESSION_STATUS: Crypto tunnel is UP. Peer 10.2.2.9:500 Description: connection 
from site A Id: ezvpn

暗号セッションのクリア

暗号セッションをクリアするには、ルータのコマンド ラインから clear crypto session コマンドを使用

します。このコマンドを使用するうえで、コンフィギュレーション ファイル内のコンフィギュレー

ション文は不要です。

手順の概要

1. enable

2. clear crypto session

手順の詳細

IPsec VPN モニタリングの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「show crypto session コマンドの出力：例」（P.6）

show crypto session コマンドの出力：例

次に、detail キーワードを指定していない show crypto session の出力例を示します。

Router# show crypto session

Crypto session current status

Interface: FastEthernet0/1
Session status: UP-ACTIVE

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear crypto session

例：

Router# clear crypto session

暗号セッション（IPSec および IKE SA）を削除します。
6
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Peer: 172.0.0.2/500
   IKE SA: local 172.0.0.1/500 remote 172.0.0.2/500 Active
   IPSEC FLOW: permit ip 10.10.10.0/255.255.255.0 10.30.30.0/255.255.255.0
         Active SAs: 2, origin: crypto map

次に、detail キーワードを指定した show crypto session の出力例を示します。

Router# show crypto session detail

Interface: Tunnel0
Session status: UP-ACTIVE
Peer: 10.1.1.3 port 500 fvrf: (none) ivrf: (none)
      Desc: this is my peer at 10.1.1.3:500 Green
      Phase1_id: 10.1.1.3
  IKE SA: local 10.1.1.4/500 remote 10.1.1.3/500 Active
          Capabilities:(none) connid:3 lifetime:22:03:24
  IPSEC FLOW: permit 47 host 10.1.1.4 host 10.1.1.3
        Active SAs: 0, origin: crypto map
        Inbound:  #pkts dec'ed 0 drop 0 life (KB/Sec) 0/0
        Outbound: #pkts enc'ed 0 drop 0 life (KB/Sec) 0/0
  IPSEC FLOW: permit ip host 10.1.1.4 host 10.1.1.3
        Active SAs: 4, origin: crypto map
        Inbound:  #pkts dec'ed 4 drop 0 life (KB/Sec) 4605665/2949
        Outbound: #pkts enc'ed 4 drop 1 life (KB/Sec) 4605665/2949

その他の参考資料
ここでは、IPsec VPN モニタリングの関連資料について説明します。

関連資料

規格

MIB

内容 参照先

IP セキュリティ、暗号化、および IKE • 「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」

• 「Configuring Security for VPNs with IPsec」

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

規格 タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格や変更さ

れた規格はありません。

—

MIB MIB リンク

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。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 
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RFC

シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• clear crypto session

• description（isakmp ピア）

• show crypto isakmp peer

• show crypto session

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してくださ

い。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

RFC タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC や変更

された RFC はありません。

—

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
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IPsec VPN アカウンティング

IPsec VPN アカウンティング機能を使用すれば、セッションが開始される時と終了する時を指示するこ

とによって、セッションをアカウンティングできます。

VPN セッションとは、Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）Security 
Association（SA; セキュリティ アソシエーション）および、IKE SA によって作成される 1 つ以上の 
SA ペアとして定義されます。セッションは、 初の IP Security（IPsec; IP セキュリティ）ペアが作成

されると開始し、すべての IPsec SA が削除されると停止します。

セッション識別情報およびセッション使用状況情報は、標準 RADIUS アトリビュートとベンダー固有ア

トリビュートを介して、Remote Authentication Dial-In User Service（RADIUS）サーバに渡されます。

IPsec VPN アカウンティングの機能仕様 

プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージ

の各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。アクセスには、Cisco.com の
アカウントが必要です。アカウントを持っていないか、ユーザ名またはパスワードが不明の場合は、ロ

グイン ダイアログボックスの [Cancel] をクリックし、表示される指示に従ってください。

この章の構成
• 「IPsec VPN アカウンティングの前提条件」（P.2）

• 「IPsec VPN アカウンティングに関する情報」（P.2）

• 「IPsec VPN アカウンティングの設定方法」（P.6）

機能の履歴

リリース 変更点

12.2(15)T この機能が追加されました。

サポートされているプラットフォーム

Cisco 2610 ～ 2613、Cisco 2620 ～ Cisco 2621、Cisco 2650 ～ Cisco 2651、Cisco 3620、
Cisco 3640、Cisco 3660、Cisco 3725、Cisco 3745、Cisco 7100、Cisco 7200、Cisco 7400、
Cisco ubr7100、Cisco ubr7200
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.
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• 「IPsec VPN アカウンティングの設定例」（P.11）

• 「その他の参考資料」（P.15）

• 「コマンド リファレンス」（P.17）

• 「用語集」（P.18）

IPsec VPN アカウンティングの前提条件
• RADIUS と Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、認可、およびアカウン

ティング）アカウンティングの設定方法を理解している必要があります。

• IPsec アカウンティングの設定方法を理解している必要があります。

IPsec VPN アカウンティングに関する情報
IPsec VPN アカウンティングを設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「RADIUS アカウンティング」（P.2）

• 「IKE および IPsec サブシステムの相互作用」（P.4）

RADIUS アカウンティング

多くの大規模ネットワークでは、監査のために、ユーザ アクティビティを記録する必要があります。

多く使用される方式は、RADIUS アカウンティングです。

RADIUS アカウンティングを使用すれば、セッションが開始される時と終了する時を指示することに

よって、セッションをアカウンティングできます。さらに、セッション識別情報およびセッション使用

状況情報が、RADIUS アトリビュートおよび VSA を介して、RADIUS サーバに渡されます。

RADIUS 開始アカウンティング

RADIUS 開始パケットには、一般的には、サービスを要求する者、およびサービスのプロパティの構

成を特定する多くのアトリビュートが格納されています。表 1 に、開始に必要なアトリビュートを示

します。

表 1 RADIUS アカウンティング開始パケット アトリビュート

RADIUS ア
トリビュート

値 アトリビュート 説明

1 user-name Extended Authentication（XAUTH; 拡張認証）で使用されるユー

ザ名。XAUTH が使用されない場合、ユーザ名が NULL になる場

合があります。

4 nas-ip-address ユーザにサービスを提供する Network Access Server（NAS; ネッ

トワーク アクセス サーバ）の IP アドレスの識別。RADIUS サー

バのスコープ内の NAS に対して一意である必要があります。

5 nas-port ユーザにサービスを提供する NAS の物理ポート番号。
2
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RADIUS 終了アカウンティング

RADIUS 終了パケットには、セッションの使用状況を識別する多くのアトリビュートが格納されてい

ます。表 2 に、RADIUS 終了パケットに必要な追加アトリビュートを示します。開始パケットなしで

終了パケットだけを送信することは、そのように設定すれば可能です。終了パケットだけを送信すれ

ば、これにより、AAA サーバに送信されるレコードの数を簡単に減らせます。

8 framed-ip-addr
ess

IPsec セッション用に割り当てられたプライベート アドレス。

40 acct-status-type ステータス タイプ。このアトリビュートでは、このアカウンティ

ング要求がマーキングするのが、セッションの開始（start）、終了

（stop）、または更新のいずれかなのかを示します。

41 acct-delay-time クライアントが特定のレコードの送信を試行した秒数。

44 acct-session-id ログ ファイル内の開始レコードと終了レコードのマッチングを容

易にする一意のアカウンティング ID。

26 vrf-id Virtual Route Forwarder（VRF）の名前を表す文字列。

26 isakmp-initiato
r-ip

リモート IKE の発信側（V4）のエンドポイント IP アドレス。

26 isakmp-group-i
d

アカウンティングに使用される VPN グループ プロファイルの名

前。

26 isakmp-phase1
-id

セッションの発信側の識別を可能にする、IKE によって使用され

るフェーズ 1 識別情報（ID）（たとえば、ドメイン名（DN）、完全

修飾ドメイン名（FQDN）、IP アドレスなど）。

表 1 RADIUS アカウンティング開始パケット アトリビュート （続き）

RADIUS ア
トリビュート

値 アトリビュート 説明

表 2 RADIUS アカウンティング終了パケット アトリビュート

RADIUS 
アトリ

ビュート

値 アトリビュート 説明

42 acct-input-octets サービスが提供されている間に Unity クライアントから受信さ

れたオクテット数。

43 acct-output-octets このサービスの配信中に Unity クライアントに送信されたオク

テット数。

46 acct-session-time Unity クライアントがサービスを受信した時間の長さ（秒単

位）。

47 acct-input-packets このサービスの配信中に Unity クライアントから受信したパ

ケット量。

48 acct-output-packets このサービスの配信中に Unity クライアントに送信したパケッ

ト量。

49 acct-terminate-cause 未使用。
3
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RADIUS 更新アカウンティング

RADIUS 更新アカウンティングがサポートされています。パケットおよびオクテット カウントが更新

内に表示されます。

IKE および IPsec サブシステムの相互作用

アカウンティング開始

IPsec アカウンティングが設定されている場合、IKE フェーズが終了すると、アカウンティング開始レ

コードがセッション用に生成されます。キー再生成中は、新しいアカウンティング レコードは生成さ

れません。

次に、ルータ上で生成されており、定義されている AAA サーバに送信されるアカウント開始レコード

を示します。

*Aug 23 04:06:20.131: RADIUS(00000002): sending
*Aug 23 04:06:20.131: RADIUS(00000002): Send Accounting-Request to 10.1.1.4:1646 id 4, len 
220
*Aug 23 04:06:20.131: RADIUS:  authenticator 38 F5 EB 46 4D BE 4A 6F - 45 EB EF 7D B7 19 
FB 3F
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  Acct-Session-Id     [44]  10  "00000001"
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  31  
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   25  "isakmp-group-id=cclient"
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  Framed-IP-Address   [8]   6   10.13.13.1                
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  20  
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   14  "vrf-id=cisco"
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  35  
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   29  "isakmp-initator-ip=11.1.2.2"
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  36  
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   30  "connect-progress=No 
Progress"
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  User-Name           [1]   13  "joe@cclient"
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  Acct-Status-Type    [40]  6   Start                     [1]
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  25  
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:   cisco-nas-port     [2]   19  "FastEthernet0/0.1"
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  NAS-Port            [5]   6   0                         
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]   6   10.1.1.147               
*Aug 23 04:06:20.135: RADIUS:  Acct-Delay-Time     [41]  6   0                         
*Aug 23 04:06:20.139: RADIUS: Received from id 21645/4 10.1.1.4:1646, Accounting-response, 
len 20
*Aug 23 04:06:20.139: RADIUS:  authenticator B7 E3 D0 F5 61 9A 89 D8 - 99 A6 8A 8A 98 79 
9D 5D

52 acct-input-gigawords このサービスの間に Acct-Input-Octets カウンタの値が 232

（2 の 32 乗）を超えた回数。

52 acct-output-gigawords このサービスの間に Acct-Input-Octets カウンタの値が 232

（2 の 32 乗）を超えた回数。

表 2 RADIUS アカウンティング終了パケット アトリビュート （続き）

RADIUS 
アトリ

ビュート

値 アトリビュート 説明
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アカウンティング終了

リモート ピアでのフロー（IPsec SA ペア）がなくなると、アカウンティング終了パケットが生成され

ます。

アカウンティング終了レコードには次の情報が格納されます。

• パケット出力

• パケット入力

• オクテット出力

• ギガワード入力

• ギガワード出力

次に、ルータ上で生成されたアカウント開始レコードを示します。アカウント開始レコードは、定義さ

れている AAA サーバに送信されます。

*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS(00000003): Using existing nas_port 0
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS(00000003): Config NAS IP: 100.1.1.147
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS(00000003): sending
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS(00000003): Send Accounting-Request to 100.1.1.4:1646 id 19, 
len 238
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  authenticator 82 65 5B 42 F0 3F 17 C3 - 23 F3 4C 35 A2 8A 
3E E6
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Session-Id     [44]  10  "00000002"
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  20  
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   14  "vrf-id=cisco"
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  35  
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   29  "isakmp-initator-ip=11.1.1.2"
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  36  
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   30  "connect-progress=No 
Progress"
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Session-Time   [46]  6   709                       
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Input-Octets   [42]  6   152608                    
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Output-Octets  [43]  6   152608                    
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Input-Packets  [47]  6   1004                      
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Output-Packets [48]  6   1004  
*Apr 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Input-Giga-Word[52]  6   0                         
*Apr 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Output-Giga-Wor[53]  6   0                                             
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Terminate-Cause[49]  6   none                      [0]
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  32  
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   26  "disc-cause-ext=No Reason"
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Status-Type    [40]  6   Stop                      [2]
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  25  
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:   cisco-nas-port     [2]   19  "FastEthernet0/0.1"
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  NAS-Port            [5]   6   0                         
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]   6   100.1.1.147               
*Aug 23 04:20:16.519: RADIUS:  Acct-Delay-Time     [41]  6   0                         
*Aug 23 04:20:16.523: RADIUS: Received from id 21645/19 100.1.1.4:1646, 
Accounting-response, len 20
*Aug 23 04:20:16.523: RADIUS:  authenticator F1 CA C1 28 CE A0 26 C9 - 3E 22 C9 DA EA B8 
22 A0

アカウンティング更新

アカウンティング更新をイネーブルにすると、セッションが「up」である間にアカウンティング更新

が送信されます。アカウンティング更新をイネーブルにするには、aaa accounting update コマンドを

使用します。

次に、ルータから送信されるアカウンティング更新を示します。
5



IPsec VPN アカウンティング

  IPsec VPN アカウンティングの設定方法
IPsec VPN アカウンティングの設定方法
Router#
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS(00000004): Using existing nas_port 0
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS(00000004): Config NAS IP: 100.1.1.147
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS(00000004): sending
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS(00000004): Send Accounting-Request to 100.1.1.4:1646 id 22, 
len 200
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  authenticator 30 FA 48 86 8E 43 8E 4B - F9 09 71 04 4A F1 
52 25
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Acct-Session-Id     [44]  10  "00000003"
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  20  
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   14  "vrf-id=cisco"
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  35  
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   29  "isakmp-initator-ip=11.1.1.2"
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  36  
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:   Cisco AVpair       [1]   30  "connect-progress=No 
Progress"
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Acct-Session-Time   [46]  6   109                       
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Acct-Input-Octets   [42]  6   608                       
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Acct-Output-Octets  [43]  6   608                       
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Acct-Input-Packets  [47]  6   4                         
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Acct-Output-Packets [48]  6   4                         
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Acct-Status-Type    [40]  6   Watchdog                  [3]
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Vendor, Cisco       [26]  25  
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:   cisco-nas-port     [2]   19  "FastEthernet0/0.1"
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  NAS-Port            [5]   6   0                         
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  NAS-IP-Address      [4]   6   100.1.1.147               
*Aug 23 21:46:05.263: RADIUS:  Acct-Delay-Time     [41]  6   0                         
*Aug 23 21:46:05.267: RADIUS: Received from id 21645/22 100.1.1.4:1646, 
Accounting-response, len 20
*Aug 23 21:46:05.267: RADIUS:  authenticator 51 6B BB 27 A4 F5 D7 61 - A7 03 73 D3 0A AC 
1C

ここでは、次の各手順について説明します。

• 「IPsec VPN アカウンティングの設定」（P.6）

• 「アカウンティング更新の設定」（P.10）

• 「IPsec VPN アカウンティングのトラブルシューティング」（P.11）

IPsec VPN アカウンティングの設定

IPsec VPN アカウンティングを設定するには、次の必須作業を実行する必要があります。

前提条件

IPsec VPN アカウンティングを設定する前に、まず IPsec を設定する必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. aaa new-model

4. aaa authentication login list-name method
6
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5. aaa authorization network list-name method

6. aaa accounting network list-name start-stop [broadcast] group group-name

7. aaa session-id common

8. crypto isakmp profile profile-name

9. vrf ivrf

10. match identity group group-name

11. client authentication list list-name

12. isakmp authorization list list-name

13. client configuration address [initiate | respond] 

14. accounting list-name

15. exit

16. crypto dynamic-map dynamic-map-name dynamic-seq-num

17. set transform-set transform-set-name

18. set isakmp-profile profile-name

19. reverse-route [remote-peer]

20. exit

21. crypto map map-name ipsec-isakmp dynamic dynamic-template-name

22. radius-server host ip-address [auth-port port-number] [acct-port port-number]

23. radius-server key string

24. radius-server vsa send accounting

25. interface interface-id

26. crypto map map-name

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 aaa new-model

例：

Router (config)# aaa new-model

アカウンティング サーバに送信される定期的中間アカウン

ティング レコードをイネーブルにします。
7
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ステップ 4 aaa authentication login list-name method

例：

Router (config)# aaa authentication login 
cisco-client group radius

RADIUS またはローカル経由で、認証、認可、および拡張

認可（XAUTH）のアカウンティング（AAA）認証を実行

します。

ステップ 5 aaa authorization network list-name method

例：

Router (config)# aaa authorization network 
cisco-client group radius

RADIUS またはローカルから、リモート クライアント上

の AAA 認証パラメータを設定します。

ステップ 6 aaa accounting network list-name start-stop 
[broadcast] group group-name

例：

Router (config)# aaa accounting network acc 
start-stop broadcast group radius

課金、または RADIUS や TACACS+ を使用する際のセ

キュリティのために、要求されたサービスの AAA アカウ

ンティングをイネーブルにします。

ステップ 7 aaa session-id common

例：

Router (config)# aaa session-id common

コール内の各 AAA アカウンティング サービス タイプに、

同じセッション ID を使用するかどうか、または、各アカ

ウンティング サービス タイプに対して異なるセッション 
ID を割り当てるかどうかを指定します。

ステップ 8 crypto isakmp profile profile-name

例：

Route (config)# crypto isakmp profile cisco

IPsec ユーザ セッションを監査し、isakmp-profile サブ

モードを開始します。

ステップ 9 vrf ivrf

例：

Router (conf-isa-prof)# vrf cisco

オンデマンド アドレス プールを、Virtual Private Network
（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）Routing 
and Forwarding（VRF）インスタンス名に関連付けます。

ステップ 10 match identity group group-name

例：

Router(conf-isa-prof)# match identity group 
cisco

ISAKMP プロファイルのピアの ID を一致させます。

ステップ 11 client authentication list list-name

例：

Router(conf-isa-prof)# client authentication 
list cisco

Internet Security Association and Key Management 
Protocol（ISAKMP）プロファイル内の IKE 拡張認証

（XAUTH）を設定します。

ステップ 12 isakmp authorization list list-name

例：

Router(conf-isa-prof)# isakmp authorization 
list cisco-client

ISAKMP プロファイル内の AAA サーバを使用して、IKE 共
有秘密およびその他のパラメータを設定します。一般に、共

有秘密およびその他のパラメータは、モード設定

（MODECFG）を介して、リモート ピアへプッシュされます。

ステップ 13 client configuration address [initiate | 
respond]

例：

Router(conf-isa-prof)# client configuration 
address respond

ISAKMP プロファイル内で IKE モード設定

（MODECFG）を設定します。

コマンドまたはアクション 目的
8
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ステップ 14 accounting list-name

例：

Router(conf-isa-prof)# accounting acc

この ISAKMP プロファイルを介して接続しているすべて

のピアの AAA アカウンティング サービスをイネーブルに

します。

ステップ 15 exit

例：

Router(conf-isa-prof)# exit

isakmp-profile サブモードを終了します。

ステップ 16 crypto dynamic-map dynamic-map-name 
dynamic-seq-num

例：

Router(config)# crypto dynamic-map mymap 10 
ipsec-isakmp

ダイナミック クリプト マップ テンプレートを作成し、ク

リプト マップ コンフィギュレーション コマンド モードを

開始します。

ステップ 17 set transform-set transform-set-name

例：

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

クリプト マップ テンプレートで使用可能なトランス

フォーム セットを指定します。

ステップ 18 set isakmp-profile profile-name

例：

Router(config-crypto-map)# set isakmp-profile 
cisco

ISAKMP プロファイル名を設定します。

ステップ 19 reverse-route [remote-peer]

例：

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

ルート（IP アドレス）を、VPN リモート トンネル エンド

ポイントの背後の宛先に対して注入できるようにします。

また、トンネル エンドポイント自体に対するルートを設定

することも可能です（クリプト マップの remote-peer キー

ワードを使用します）。

ステップ 20 exit

例：

Router(config-crypto-map)# exit

ダイナミック クリプト マップ コンフィギュレーション 
モードを終了します。

ステップ 21 crypto map map-name ipsec-isakmp dynamic 
dynamic-template-name

例：

Router(config)# crypto map mymap ipsec-isakmp 
dynamic dmap

クリプト マップ コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 22 radius-server host ip-address [auth-port 
port-number] [acct-port port-number]

例：

Router(config)# radius-server host 172.16.1.4

RADIUS サーバ ホストを指定します。

ステップ 23 radius-server key string

例：

Router(config)# radius-server key nsite

ルータと RADIUS デーモンとの間におけるすべての 
RADIUS 通信用の認証および暗号化キーを設置得します。

コマンドまたはアクション 目的
9
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アカウンティング更新の設定

セッションが「up」中にアカウンティング更新を送信するには、次の任意の作業を実行します。

前提条件

アカウンティング更新を設定する前に、まず IPsec VPN アカウンティングを設定する必要があります。

「IPsec VPN アカウンティングの設定」の項を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. aaa accounting update periodic number

手順の詳細

ステップ 24 radius-server vsa send accounting

例：

Router(config)# radius-server vsa send 
accounting

VSA を認識および使用するようにネットワーク アクセス 
サーバを設定します。

ステップ 25 interface type slot/port

例：

Router(config)# interface FastEthernet 1/0

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。

ステップ 26 crypto map map-name

例：

Router(config-if)# crypto map mymap

インターフェイスに対して以前に定義されたクリプト マッ

プ セットを適用します。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 aaa accounting update periodic number

例：

Router (config)# aaa accounting update periodic 
1-2147483647

（任意）アカウンティング サーバに送信される定期的中間

アカウンティング レコードをイネーブルにします。
10
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IPsec VPN アカウンティングのトラブルシューティング

IPsec アカウンティング イベントに関するメッセージを表示するには、次の任意の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto isakmp aaa

手順の詳細

IPsec VPN アカウンティングの設定例
• 「アカウンティングおよび ISAKMP プロファイル例」（P.11）

• 「ISAKMP プロファイルなしのアカウンティング例」（P.13）

アカウンティングおよび ISAKMP プロファイル例

次に、アカウンティングおよび ISAKMP プロファイルを持つリモート アクセス クライアントをサポー

トするための設定する例を示します。

version 12.2 
service timestamps debug datetime msec 
service timestamps log datetime msec 
no service password-encryption 
! 
hostname sheep 
! 
aaa new-model 
! 
! 
aaa accounting network ipsecaaa start-stop group radius 
aaa accounting update periodic 1 
aaa session-id common 
ip subnet-zero 
ip cef 
! 
! 
no ip domain lookup 
ip domain name cisco.com 
ip name-server 172.29.2.133 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto isakmp aaa

例：

Router# debug crypto isakmp aaa

IKE に関するメッセージを表示します。

• aaa キーワードによって、アカウンティング イベント

が指定されます。
11
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ip name-server 172.29.11.48 
! 
! 
crypto isakmp policy 1 
authentication pre-share 
group 2 
! 
crypto isakmp policy 10 
hash md5 
authentication pre-share 
lifetime 200 
crypto isakmp key cisco address 172.31.100.2 

crypto iakmp client configuration group cclient
 key jegjegjhrg
 pool addressA
 
crypto-isakmp profile groupA
vrf cisco 
match identity group cclient 
client authentication list cisco-client 
isakmp authorization list cisco-client 
client configuration address respond 
accounting acc 

! 
! 
crypto ipsec transform-set esp-des-md5 esp-des esp-md5-hmac 
!
crypto dynamic-map remotes 1
set peer 172.31.100.2 
set security-association lifetime seconds 120 
set transform-set esp-des-md5 
reverse-route

! 
crypto map test 10 ipsec-isakmp dynamic remotes
! 
voice call carrier capacity active 
! 
interface Loopback0 
ip address 10.20.20.20 255.255.255.0 
no ip route-cache 
no ip mroute-cache 
! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 10.2.80.203 255.255.255.0 
no ip mroute-cache 
load-interval 30 
duplex full 
! 
interface FastEthernet1/0 
ip address 192.168.219.2 255.255.255.0 
no ip mroute-cache 
duplex auto 
speed auto 
! 
interface FastEthernet1/1 
ip address 172.28.100.1 255.255.255.0 
no ip mroute-cache 
duplex auto 
speed auto 
crypto map test 
! 
no fair-queue 
12
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ip default-gateway 10.2.80.1 
ip classless 
ip route 10.0.0.0 0.0.0.0 10.2.80.1 
ip route 10.20.0.0 255.0.0.0 10.2.80.56 
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 172.31.100.2 
ip route 10.0.0.2 255.255.255.255 10.2.80.73 

ip local pool addressA 192.168.1.1 192.168.1.253
no ip http server 
ip pim bidir-enable 
! 
! 
ip access-list extended encrypt 
permit ip host 10.0.0.1 host 10.5.0.1 
! 
access-list 101 permit ip host 10.20.20.20 host 10.10.10.10 
! 
! 
radius-server host 172.27.162.206 auth-port 1645 acct-port 1646 key cisco123 
radius-server retransmit 3 
radius-server authorization permit missing Service-Type 
radius-server vsa send accounting 
call rsvp-sync 
! 
! 
mgcp profile default 
! 
dial-peer cor custom 
! 
! 
gatekeeper 
shutdown 
! 
! 
line con 0 
exec-timeout 0 0 
exec prompt timestamp 
line aux 0 
line vty 5 15 
 ntp server 172.31.150.52 
end

ISAKMP プロファイルなしのアカウンティング例

次に、ISAKMP プロファイルが使用されていない時にアカウンティング リモート アクセス ピアをサ

ポートする Cisco IOS 設定全体の例を示します。

version 12.2
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname sheep
!
aaa new-model
!
!
aaa accounting network ipsecaaa start-stop group radius
aaa accounting update periodic 1
aaa session-id common
ip subnet-zero
ip cef
13
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!
!
no ip domain lookup
ip domain name cisco.com
ip name-server 172.29.2.133
ip name-server 172.29.11.48
!
!
crypto isakmp policy 1
 authentication pre-share
 group 2
!
crypto isakmp policy 10
 hash md5
 authentication pre-share
 lifetime 200
crypto isakmp key cisco address 172.31.100.2
!
!
crypto ipsec transform-set esp-des-md5 esp-des esp-md5-hmac 
!
crypto map test client accounting list ipsecaaa
crypto map test 10 ipsec-isakmp 
 set peer 172.31.100.2
 set security-association lifetime seconds 120
 set transform-set esp-des-md5 
 match address 101
!
voice call carrier capacity active
!
interface Loopback0
 ip address 10.20.20.20 255.255.255.0
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.2.80.203 255.255.255.0
 no ip mroute-cache
 load-interval 30
 duplex full
!
interface FastEthernet1/0
 ip address 192.168.219.2 255.255.255.0
 no ip mroute-cache
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet1/1
 ip address 172.28.100.1 255.255.255.0
 no ip mroute-cache
 duplex auto
 speed auto
 crypto map test
!
no fair-queue
ip default-gateway 10.2.80.1
ip classless
ip route 10.0.0.0 0.0.0.0 10.2.80.1
ip route 10.30.0.0 255.0.0.0 10.2.80.56
ip route 10.10.10.0 255.255.255.0 172.31.100.2
ip route 10.0.0.2 255.255.255.255 10.2.80.73
no ip http server
ip pim bidir-enable
!
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!
ip access-list extended encrypt
 permit ip host 10.0.0.1 host 10.5.0.1
!
access-list 101 permit ip host 10.20.20.20 host 10.10.10.10
!
!
radius-server host 172.27.162.206 auth-port 1645 acct-port 1646 key cisco123
radius-server retransmit 3
radius-server authorization permit missing Service-Type
radius-server vsa send accounting
call rsvp-sync
!
!
mgcp profile default
!
dial-peer cor custom
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 exec prompt timestamp
line aux 0
line vty 5 15
!
exception core-file ioscrypto/core/sheep-core
exception dump 172.25.1.129
ntp clock-period 17208229
ntp server 172.71.150.52
!
end

その他の参考資料
IPsec VPN アカウンティングのその他の関連資料については、次の参考資料を参照してください。

関連資料
内容 参照先

AAA アカウンティングの設定 • 「Configuring Accounting」

IPsec VPN アカウンティングの設定 • 「Configuring Security for VPNs with IPsec」

基本 AAA RADIUS の設定 • 『Cisco IOS Security Configuration Guide: User Services』の

「Configuring RADIUS」の項（Cisco.com）

ISAKMP プロファイルの設定 「VRF Aware IPsec」

TACACS+ および RADIUS での権限レベル • 「Configuring TACACS+」

• 『Cisco IOS Security Configuration Guide: User Services』の

「Configuring RADIUS」の項（Cisco.com）

IP セキュリティ、RADIUS、および AAA コマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』
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規格

MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

規格 タイトル

なし

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

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

RFC タイトル

なし

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• client authentication list

• client configuration address

• crypto isakmp profile

• crypto map（グローバル IPsec）

• debug crypto isakmp 

• isakmp authorization list

• match identity

• set isakmp-profile

• vrf

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してくださ

い。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。
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用語集
IKE：Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）。IKE によって、キーが必

要なサービス（IP セキュリティ（IPsec）など）のための共有セキュリティ ポリシーおよび認証キーが

確立されます。IPsec トラフィックを通過させる前に、ルータ、ファイアウォール、ホストそれぞれで

ピアの ID を検証する必要があります。それには、事前共有鍵を両ホストに手動で入力するか、

Certification Authority（CA; 認証局）サービスを使用します。

IPsec：IP Security（IP セキュリティ）。IPsec はオープン規格のフレームワークであり、これにより、

参加ピア間でデータ機密性、データ整合性、およびデータ認証が提供されます。IPsec では、これらの

セキュリティ サービスが IP レイヤで実現されます。IPsec では、ローカル ポリシーに基づいたプロト

コルやアルゴリズムのネゴシエーションの処理や、IPsec に使用される暗号鍵や認証鍵の生成が、IKE 
を通じて行われます。IPsec は、1 組のホスト間、1 組のセキュリティ ゲートウェイ間、またはセキュ

リティ ゲートウェイとホスト間で 1 つ以上のデータ フローを保護するために使用できます。

ISAKMP：Internet Security Association and Key Management Protocol（インターネット セキュリ

ティ アソシエーションおよびキー管理プロトコル）。ISAKMP は、セキュリティ アソシエーションの

ネゴシエーション、確立、変更、および削除を行うインターネット IPsec プロトコル（RFC 2408）で

す。また、キー生成および認証データ（特定のキー生成メカニズムとは独立しています）、キー確立プ

ロトコル、暗号化アルゴリズム、または認証メカニズムも交換されます。

L2TP セッション：レイヤ 2 転送プロトコル。L2TP は、単一の PPP 接続のトンネリングがサポートさ

れた、L2TP Access Concentrator（LAC; L2TP アクセス コンセントレータ）と L2TP Network Server
（LNS; L2TP ネットワーク サーバ）の間における通信トランザクションです。PPP 接続、L2TP セッ

ション、および L2TP コールの間に 1 対 1 の関係があります。

NAS：Network Access Server（NAS; ネットワーク アクセス サーバ）。NAS は、パケットの世界（イ

ンターネットなど）と回線の世界（公衆電話交換網（PSTN））との間のインターフェイスとなるシス

コのプラットフォーム（または複数のプラットフォームの集まり。AccessPath システムなど）です。

PFS：Perfect Forward Secrecy（完全転送秘密）。PFS 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 つの鍵が損なわれても、これ以降の鍵は前の鍵の取得元から取得され

ないため、前および以降の鍵には影響しません。

QM：Queue Manager（QM; キュー マネージャ）。Cisco IP Queue Manager（IP QM）は、インテリ

ジェントで、IP ベースの、コール処理およびルーティング ソリューションであり、Cisco IP Contact 
Center（PCC）ソリューションの一部として、強力なコール処理オプションが提供されます。

RADIUS：Remote Authentication Dial-In User Service。RADIUS は、モデムおよび ISDN 接続の認

証、および接続のトラッキングのためのデータベースです。

RSA：Rivest、Shamir、および Adelman。Rivest、Shamir、および Adelman は、暗号化および認証に

使用可能な公開鍵暗号化システムの発明者達です。

SA：Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）。SA は、データ フローに適用される

セキュリティ ポリシーおよびキー関連情報のインスタンスです。

TACACS+：Terminal Access Controller Access Control System Plus。TACACS+ は、ユーザによる

ルータまたはネットワーク アクセス サーバへのアクセス試行の集中的な確認を可能にするセキュリ

ティ アプリケーションです。

TED：Tunnel Endpoint Discovery。TED は、ルータによる IPsec エンドポイントの検出を可能にする 
Cisco IOS ソフトウェア機能です。

VPN：Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）。VPN を使用すると、

ネットワーク間のトラフィックをすべて暗号化することにより、パブリック TCP/IP ネットワーク経由

でも IP トラフィックをセキュアに転送できます。VPN では、「トンネリング」が使用され、すべての

情報が IP レベルで暗号化されます。
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VRF：VPN Routing/Forwarding（VRF; VPN ルーティング /転送）インスタンス。VRF は、IP ルー

ティング テーブル、取得された転送テーブル、その転送テーブルを使用する一連のインターフェイス、

転送テーブルに登録されるものを決定する一連のルールおよびルーティング プロトコルで構成されて

います。一般に、VRF には、PE ルータに付加されるカスタマー VPN サイトが定義されたルーティン

グ情報が格納されています。

VSA：Vendor-Specific Attribute（VSA; ベンダー固有アトリビュート）。VSA は、特定のベンダーに

よって実装されたアトリビュートです。Vendor-Specific アトリビュートが使用された結果、AV ペア

がカプセル化されます。基本的は、Vendor-Specific = プロトコル :Attribute = 値となります。

XAUTH：Extended Authentication（XAUTH; 拡張認証）。XAUTH は、IKE フェーズ 1 と IKE 
フェーズ 2 の間における任意の交換です。XAUTH では、ルータが、（ピアの認証ではなく）実際の

ユーザの認証試行において、追加の認証情報を要求します。

（注） この用語集に記載されていない用語については、『Internetworking Terms and Acronyms』を参照してく

ださい。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
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アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。
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公開キー インフラストラクチャ（PKI）





PKI 機能のインプリメントと管理のロード
マップ

このロードマップには、『Cisco IOS セキュリティ コンフィギュレーション ガイド：セキュア接続』に

記載されている Public Key Infrastructure（PKI; 公開キー インフラストラクチャ）機能のリストと、各

機能を説明する章が示されています。いずれの機能に関しても、「説明している章」列のリンクをク

リックすると、その機能に関する情報を含むモジュールが表示されます。

機能とリリース サポート

表 1 に、Cisco IOS Release 12.2T、12.3、および 12.3T の Cisco IOS ソフトウェア リリースでサポー

トされている PKI 機能をリストします。

この表には、Cisco IOS Release 12.2(1) 以降のリリースで導入または変更された機能だけを示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、機能の中に一部サポートされていないものが
あります。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された Cisco IOS 
ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連

の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

http://www.cisco.com/go/cfn
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表 1 サポート対象の PKI 機能

リリース 機能名 機能の説明 説明している章

12.3(14)T Administrative Secure 
Device Provisioning 
Introducer 

この機能により、デバイスを PKI ネットワークに紹介

し、AAA データベースのレコード ロケータのデバイス

名としてユーザ名を提供する管理イントロデューサとし

ての役割を果たすことができます。

「Setting Up Secure 
Device Provisioning 
(SDP) for Enrollment in a 
PKI」の章

12.3(14)T 永続的自己署名証明書 この機能により、HTTPS サーバのユーザは自己署名証

明書を生成し、ルータのスタートアップ コンフィギュ

レーションに保存できます。そのため、それ以降のクラ

イアントと HTTPS サーバ間の SSL ハンドシェイクで、

ユーザが介入しなくても同じ自己署名証明書が使用され

ます。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

12.3(14)T Secure Device 
Provisioning 証明書を使

用した認可 

この機能により、その他の認証局（CA）サーバで発行

された証明書が SDP 導入に使用できるようになります。

「Setting Up Secure 
Device Provisioning 
(SDP) for Enrollment in a 
PKI」の章

12.3(14)T 下位証明書サーバ この拡張機能では、すべての SCEP 証明書要求または特

定の SCEP 証明書要求あるいは手動による証明書要求を

許可するように下位証明書サーバを設定できます。

「Configuring and 
Managing a Cisco IOS 
Certificate Server for PKI 
Deployment」の章

12.3(14)T USB ストレージ この機能を使用すると、USB eToken を使用してルータ

外のデバイスに RSA キーを保存します。USB キー 
フォーム ファクタ（USB eToken ともいいます）で 
SmartCard テクノロジー（Aladdin Knowledge Systems 
社製）を使用すると、設定をセキュアに配信できます。

また、RSA キーなどの PKI クレデンシャルを保存して

おき、導入できます。

「Storing PKI 
Credentials」 

12.3(11)T 証明書サーバの自動アー

カイブ

この拡張機能では、CA 証明書および CA キーが証明書

サーバによって一度生成されると、これらを自動的に

バックアップします。つまり、CA バックアップが妥当

であれば、エクスポート可能な CA キーを生成する必要

がありません。

「Configuring and 
Managing a Cisco IOS 
Certificate Server for PKI 
Deployment」の章

12.3(11)T 所有者名全体を使用した 
PKI AAA 認可

この機能により、ユーザは、所有者名全体を一意の 
AAA ユーザ名として使用し、証明書から AAA サーバ

を照会できます。

「Configuring 
Authorization and 
Revocation of Certificates 
in a PKI」の章

12.3(11)T PKI ステータス この機能では、show crypto pki trustpoints コマンドに 
status キーワードが追加されました。これにより、トラ

ストポイントの現在のステータスを表示できます。これ

以前の機能では、現在のステータスを表示するために、

show crypto pki certificates および show crypto pki 
timers コマンドを発行する必要がありました。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

12.3(11)T 既存の証明書を使用した

再登録

この機能では、既存の証明書を使用して、ルータをサー

ドパーティ ベンダー製の CA から Cisco IOS CA に再登

録できます。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

12.3(8)T Easy Secure Device 
Deployment 

この機能は、SDP（正式には EzSDD）をサポートでき

るようにします。SDP は、ネットワーク管理者が大規模

ネットワークで新しいデバイスを展開できるようにする 
Web ベースの登録インターフェイスを実現します。

「Setting Up Secure 
Device Provisioning 
(SDP) for Enrollment in a 
PKI」の章
2
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cfg_mng_cert_serv.html
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12.3(8)T Easy Secure Device 
Deployment AAA 
Integration 

この機能により外部 AAA データベースが統合され、

ローカルなシスコ証明書サーバのイネーブル パスワード

を使用しなくても、イントロデューサが AAA データ

ベースに対して認証できるようにします。

「Setting Up Secure 
Device Provisioning 
(SDP) for Enrollment in a 
PKI」の章

12.3(7)T 証明書サーバ登録局

（RA）モード

RA モードで実行するよう証明書サーバを設定できます。「Configuring and 
Managing a Cisco IOS 
Certificate Server for PKI 
Deployment」の章

12.3(7)T crypto pki コマンドは 
crypto ca コマンドと同義

であることが要求される

この拡張機能は、コマンドの先頭の crypto ca をすべて 
crypto pki に変更します。ルータは引き続き crypto ca 
コマンドを受信しますが、出力はすべて crypto pki コマ

ンドに読み替えられます。

crypto ca コマンドが記

載されているすべてのモ

ジュール

12.3(7)T 証明書更新用のキー ロー

ルオーバー

この機能では、証明書が失効する前に証明書の更新要求

を行うことができます。新しい証明書が使用可能になる

まで、古いキーと証明書は保持されます。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

12.3(7)T PKI：証明書失効チェッ

ク時の複数のサーバ照会

この機能により、Cisco IOS ソフトウェアは、特定の

サーバが利用できない場合に操作を続行できるように 
CRL の取得を複数回試行できます。また、この機能に

より手動で設定した CDP で証明書内の CDP を上書きで

きます。

証明書の CDP の手動による上書きは、特定のサーバが

長時間利用できない場合に便利です。元の CDP を含む

証明書のすべてを再発行しなくても、証明書の CDP を 
URL またはディレクトリ指定に置き換えることができ

ます。

「Configuring 
Authorization and 
Revocation of Certificates 
in a PKI」の章

12.3(7)T 秘密キー保管の保護 この機能により、ユーザは、Cisco IOS ルータで使用さ

れる RSA 秘密キーを暗号化およびロックできます。こ

れにより、秘密キーの不正使用を防止できます。

「Deploying RSA Keys 
Within a PKI」の章

12.3(4)T RSA キー ペアおよび 
PEM 形式証明書のイン

ポート

この機能を使用すると、PEM 形式ファイルを使用して、

RSA キー ペアをインポートまたはエクスポートできま

す。PEM 形式のファイルを使用すると、新しいキーを

生成しなくても、既存の RSA キー ペアを Cisco IOS 
ルータで直接使用できます。また、証明書の要求と発行

された証明書の受け取りを PEM 形式のファイルで行え

ます。

「Deploying RSA Keys 
Within a PKI」モジュー

ルおよび「Configuring  
Certificate Enrollment for 
a PKI」モジュール

12.3(4)T 証明書 ACL を使用して

失効チェックおよび失効

した証明書の無視 

この機能により、指定基準を満たす証明書は、証明書の

有効期間にかかわらず受け入れることができます。ま

た、証明書が指定基準を満たしている場合は失効チェッ

クを実行する必要がなくなります。

証明書 ACL は、証明書を受け入れるために満たす必要

がある基準を指定する場合や、失効チェックを回避する

場合に使用されます。さらに、AAA 通信が証明書に

よって保護されている場合、この機能を使用して無視さ

れる証明書に対して AAA チェックを実行できます。

「Configuring 
Authorization and 
Revocation of Certificates 
in a PKI」の章

表 1 サポート対象の PKI 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 説明している章
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_setup_SDP_piki.html
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12.3(4)T Cisco IOS 証明書サーバ この機能は、Cisco IOS 証明書サーバをサポートしてい

ます。これにより、CA が Cisco IOS ソフトウェアと直

接統合され、基本 PKI ネットワークの展開がより簡単に

なりました。

「Configuring and 
Managing a Cisco IOS 
Certificate Server for PKI 
Deployment」の章

12.3(4)T HTTP による CA サーバ

への直接登録

ユーザの CA サーバが SCEP をサポートしておらず、ま

た RA をプロキシとして使用しない場合、この機能を使

用すると、登録プロファイルを設定できます。登録プロ

ファイルにより、HTTP 要求を RA プロキシではなく 
CA サーバに直接送信できます。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

12.3(2)T Online Certificate Status 
Protocol（OCSP）

この機能により、CRL の代わりに OCSP をイネーブル

にして、証明書のステータスをチェックできます。証明

書のステータスを定期的に提供するだけの CRL とは異

なり、OCSP では証明書ステータスに関する情報をタイ

ムリーに利用できます。

「Configuring 
Authorization and 
Revocation of Certificates 
in a PKI」の章

12.3(1) AAA サーバとの PKI 統
合

この機能では、ピアによって提出された証明書から 
AAA ユーザ名を生成することにより、許可に関するス

ケーラビリティが向上します。AAA サーバは、内部コ

ンポーネントでの証明書の使用を許可するか決定するよ

う尋ねられます。許可は、コンポーネントで指定された

ラベルによって示され、このラベルはユーザの AV ペア

に存在している必要があります。

「Configuring 
Authorization and 
Revocation of Certificates 
in a PKI」の章

12.2(15)T 証明書のセキュリティ ア
トリビュート ベースのア

クセス コントロール

IPsec プロトコルでは、CA の相互運用性により、Cisco 
IOS デバイスと CA が通信を行い、Cisco IOS デバイス

は、CA からデジタル証明書を取得し、使用できるよう

になります。

証明書には、指定された処理の実行をデバイスまたは

ユーザが許可されているかどうかの判別に使用される

フィールドがいくつか含まれています。この機能によ

り、ACL の指定が可能な証明書にフィールドを追加し、

証明書ベース ACL を作成できます。

「Configuring 
Authorization and 
Revocation of Certificates 
in a PKI」の章

12.2(15)T RSA キーのエクスポート

およびインポート 
この機能では、RSA キーをエクスポートし、インポー

トすることにより、デバイス間でセキュリティ クレデン

シャルを転送できます。キー ペアを 2 台のデバイス間で

共有すると、一方のデバイスが、もう一方のデバイスの

機能を迅速かつトランスペアレントに引き継ぐことがで

きます。

「Deploying RSA Keys 
Within a PKI」の章

12.2(15)T 複数階層の CA 階層構造 この拡張により、PKI を階層フレームワークに設定して

複数の CA をサポートできるようになりました。階層型 
PKI 内では、登録されているすべてのピアは、信頼でき

るルート CA 証明書または共通の下位 CA を共有してい

るかぎり、証明書を相互に検証できます。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

12.2(13)T 手動での証明書登録

（TFTP によるカットアン

ドペースト）

この機能では、TFTP サーバまたは手動でのカットアン

ドペースト操作により、証明書要求を生成し、CA 証明

書およびルータの証明書を受け取ることができます。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

12.2(8)T 証明書の自動登録 この機能では、証明書の自動登録が導入されています。

これにより、ルータは、設定内のパラメータを使用する 
CA から自動的に証明書を要求できます。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

表 1 サポート対象の PKI 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 説明している章
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12.2(8)T 証明書登録の拡張機能 この機能では、5 つの新しい crypto pki trustpoint サブ

コマンドが導入されています。これらのサブコマンドで

は、証明書要求用に新しいオプションが提供されている

ため、ユーザはプロンプトを 後まで進まずに、設定で

フィールドを指定できます。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

12.2(8)T 複数の RSA キー ペアの

サポート 
この機能では、複数の RSA キー ペアを保持するように

ルータを設定できます。したがって、Cisco IOS ソフト

ウェアはアイデンティティ証明書ごとに異なるキー ペア

を維持できます。

「Deploying RSA Keys 
Within a PKI」の章

12.2(8)T トラストポイント CLI この機能では、crypto pki trustpoint コマンドが導入さ

れています。これにより、トラストポイント CA をサ

ポートできるようになりました。

「Configuring Certificate 
Enrollment for a PKI」の

章

表 1 サポート対象の PKI 機能 （続き）

リリース 機能名 機能の説明 説明している章
5

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cert_enroll_pki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cert_enroll_pki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_deploy_RSA_piki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_deploy_RSA_piki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cert_enroll_pki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cert_enroll_pki.html
http://www.cisco.com/go/trademarks
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Cisco IOS PKI の概要：PKI の理解および
計画

Cisco IOS public key infrastructure（PKI; 公開鍵インフラストラクチャ）を使用すると、IP Security
（IPSec; IP セキュリティ）、Secure Shell（SSH; セキュア シェル）、Secure Socket Layer（SSL）などの

セキュリティ プロトコルをサポートする証明書管理を実現できます。

このマニュアルでは、PKI を理解、計画、実装するために必要な概念を確認、説明します。

変更履歴

このマニュアルの初版の発行は 2005 年 5 月 2 日 で、 終更新日は 2008 年 7 月 17 日 です。

この章の構成
• 「Cisco IOS PKI に関する情報」（P.1）

• 「PKI の計画」（P.5）

• 「関連情報」（P.6）

• 「その他の参考資料」（P.6）

• 「用語集」（P.8）

Cisco IOS PKI に関する情報
基本的な PKI の実装には、次の概念を理解する必要があります。

• 「Cisco IOS PKI とは」（P.2）

• 「RSA 鍵の概要」（P.3）

• 「CA とは」（P.3）

• 「証明書の登録：登録の動作」（P.4）

• 「証明書の失効：失効する理由」（P.5）
© 2007, 2008 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.



Cisco IOS PKI の概要：PKI の理解および計画

  Cisco IOS PKI に関する情報
Cisco IOS PKI とは

PKI は以下のエンティティで構成されています。

• セキュアなネットワークで通信する複数のピア

• 証明書を発行および維持する Certification Authority（CA; 認証局）を 低 1 つ

• デジタル証明書（証明書の有効期間、ピアの ID 情報、セキュアな通信に使用する暗号鍵、CA 発
行のシグニチャなどで構成）

• 登録要求を処理し CA の負荷を軽減する Registration Authority（RA; 登録局）（任意）

• Certificate Revocation List（CRL; 証明書失効リスト）を配信するメカニズム（Lightweight 
Directory Access Protocol（LDAP）、HTTP など）

PKI を使用すると、セキュアなデータ ネットワークで暗号化情報と ID 情報を配信、管理、失効するた

めのスケーラブルでセキュアなメカニズムを実現できます。セキュアな通信に関係するエンティティ

（人物またはデバイス）はすべて、あるプロセスを経て PKI に登録されます。そのプロセスでは、エン

ティティが RSA（Rivest、Shamir、Adelman）鍵のペア（秘密鍵が 1 つ、公開鍵が 1 つ）を生成し、

信頼されているエンティティ（CA またはトラストポイントともいいます）で鍵の ID を確認します。

各エンティティが PKI に登録されると、PKI のすべてのピア（エンド ホストともいいます）は、CA 
が発行したデジタル証明書を付与されます。セキュアな通信セッションをネゴシエーションする必要が

あるときは、ピアはデジタル証明書を交換します。ピアは証明書内の情報を基に他のピアの ID を確認

し、証明書内の公開鍵を使って、暗号化されたセッションを確立します。

PKI はさまざまな方法で計画、設定できますが、図 1 に、PKI を構成する主なコンポーネントと、PKI 
で実行される各選択の順番を示します。図 1 をアプローチとして推奨していますが、別の方法で PKI 
を設定してもかまいません。

図 1 PKI の設定方法の決定
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 #4 #5: CA  

 #6
CA 

 #1 RSA 
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Cisco IOS PKI の概要：PKI の理解および計画

  Cisco IOS PKI に関する情報
RSA 鍵の概要

RSA キー ペアは、公開鍵と秘密鍵で構成されます。PKI を設定する場合、証明書登録要求に公開鍵を

含める必要があります。証明書が付与された後、ピアが公開鍵を使用して、ルータに送信されるデータ

を暗号化できるように、公開鍵が証明書に組み込まれます。秘密鍵はルータに保持され、ピアによって

送信されたデータの復号化と、ピアとネゴシエーションするときの、トランザクションのデジタル署名

に使用されます。

RSA キー ペアには、鍵のモジュラス値が含まれています。モジュラス値に応じて、RSA 鍵のサイズが

決まります。モジュラス値が大きいほど、RSA 鍵の安全性が高まります。ただし、モジュラス値が大

きくなると、鍵の生成にかかる時間が長くなり、鍵のサイズが大きくなると暗号化処理および復号化処

理にかかる時間が長くなります。

CA とは 
CA（トラストポイントともいいます）は、証明書要求を管理し、参加ネットワーク デバイスに証明書

を発行します。証明書要求の管理や証明書発行などのサービスにより、参加デバイスを一元的に管理し

ます。またこれらのサービスによって受信者は、明示的に信頼してアイデンティティを確認し、デジタ

ル証明書を作成できます。PKI の動作を開始する前に、CA は独自の公開鍵ペアを生成し、自己署名 CA 
証明書を作成します。その後、CA は、証明書要求に署名し、PKI に対してピア登録を開始できます。

CA は、サードパーティの CA ベンダーが提供する CA を使用するか、「内部の」CA、つまり Cisco 
IOS 証明書サーバを使用します。

階層型 PKI：複数の CA

PKI は、複数の CA をサポートするために階層型フレームワーク内に設定できます。階層構造の 上位

はルート CA で、ここに自己署名証明書が保持されます。階層構造全体における信頼性は、ルート CA 
の RSA 鍵ペアから得られます。階層構造内の下位 CA は、ルート CA または別の下位 CA に登録でき

ます。どちらの方法で登録するかによって、CA の複数階層の設定方法が決まります。階層型 PKI 内で

は、登録されているすべてのピアが信頼できるルート CA 証明書または共通の下位 CA を共有している

場合、証明書を相互に検証できます。

図 2 は、3 段の階層の CA 間の登録関係を示したものです。

図 2 3 段の CA 階層のサンプル トポロジ
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  Cisco IOS PKI に関する情報
各 CA が 1 つのトラストポイントに対応します。たとえば、CA11 および CA12 は従属 CA で、CA1 
が発行した CA 証明書を保持しています。CA111、CA112、CA113 も従属 CA ですが、その CA 証明

書を発行したのは CA11 です。

複数 CA を使用する場合

複数 CA を使用することにより、柔軟性および信頼性が向上します。たとえば、ルート CA を本社オ

フィスに配置し、下位 CA をブランチ オフィスに配置できます。また、CA ごとに異なる許可ポリシー

を実行できるため、階層構造内の、ある CA では各証明書要求を手動で許可する必要があるように、別

の CA では証明書要求を自動的に許可するように設定できます。

少なくとも 2 階層の CA が推奨されるシナリオは、次のとおりです。

• 多数の証明書が失効し、再発行される大規模かつ非常にアクティブなネットワーク。複数の階層を

使用することにより、CA は CRL のサイズを制御しやすくなります。

• オンライン登録方式を使用するときに、ルート CA をオフラインのままにできる場合（従属 CA の
証明書の発行を除く）。このシナリオでは、ルート CA のセキュリティが向上します。

証明書の登録：登録の動作

証明書の登録は、CA から証明書を取得するプロセスです。PKI に加わるエンド ホストは、それぞれ証

明書を取得する必要があります。証明書の登録は、証明書を要求しているエンド ホストと CA との間

で行われます。図 3 および次の手順によって、証明書の登録プロセスを説明します。

図 3 証明書の登録プロセス

1. エンド ホストが RSA 鍵のペアを生成します。

2. エンド ホストが証明書要求を生成し、CA（または使用可能な場合は RA）に送ります。

3. CA が証明書登録要求を受け取ります。ネットワークの設定によって、次のいずれかになります。

a. 要求の承認に手動による操作が必要。

b. CA に証明書を自動で要求するようにエンド ホストが設定されている。これにより、登録要求

が CA サーバに送信されたときのオペレータによる手動操作は不要になります。

（注） CA に証明書を自動で要求するようにエンド ホストを設定するには、別の認証メカニズム

が必要になります。
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Cisco IOS PKI の概要：PKI の理解および計画

  PKI の計画
4. 要求が承認されると、CA は自分の秘密鍵を使って要求に署名し、処理の終わった証明書をエンド 
ホストに戻します。

5. エンド ホストは、証明書を NVRAM などの保管領域に書き込みます。

Secure Device Provisioning による証明書登録 

Secure Device Provisioning（SDP）は、Cisco IOS クライアントと Cisco IOS 証明書サーバなど、2 つ
のエンド デバイス間で PKI を簡単に配置できる、Web ベースの証明書登録インターフェイスです。

SDP（Trusted Transitive Introduction（TTI）とも呼ばれている）は、新しいネットワーク デバイスと 
Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）間といった 2 つのエンド エン

ティティ間の双方向導入を実現する通信プロトコルです。SDP では次の 3 つのエンティティが関係し

ます。

• イントロデューサ：ペティショナをレジストラに紹介する相互に信頼できるデバイス。イントロ

デューサは、システム管理者などのデバイス ユーザの場合があります。

• ペティショナ：セキュアなドメインに参加した新しいデバイス。

• レジストラ：申請者を承認する証明書サーバなどのサーバ。

SDP は Web ブラウザを使い、ウェルカム、紹介、完了の 3 つの段階で実装します。各段階は、Web 
ページを通してユーザに表示されます。各段階と SDP の動作に関する詳細については、「PKI への登録

のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定」の章を参照してください。

証明書の失効：失効する理由

各ピアが正常に PKI に登録されると、ピアは互いにセキュアな接続を行うためのネゴシエーションを

開始できます。そのためにピアは確認に自分の証明書を提示し、失効のチェックを受けます。ピアは、

通信相手のピアの証明書が、認証済みの CA によって発行された証明書であることを確認すると、

CRL サーバまたは OCSP（Online Certificate Status Protocol）サーバをチェックし、証明書を発行し

た CA によって証明書が失効になっていないことを確認します。証明書には通常、証明書分散ポイント

（CDP）が URL 形式で含まれています。Cisco IOS ソフトウェアは CDP を使って CRL を検索し、取

得します。CDP サーバが要求に返答しない場合は、Cisco IOS ソフトウェアはエラーを報告し、その

結果、ピアの証明書が拒否されることがあります。

PKI の計画
PKI の計画では、図 1 のそれぞれの PKI コンポーネントの要件と予定の用途を評価する必要がありま

す。ユーザ（またはネットワーク管理者）の方で十分に PKI を計画してから、PKI の設定を始めるこ

と推奨します。

PKI の計画では検討すべきアプローチがいくつかありますが、このマニュアルでは、ピアツーピアの通

信から始めて、図 1 のような設定に進みます。ただし、ユーザまたはネットワーク管理者が PKI の計

画を選択するときは、特定の決定が PKI の他の決定に影響することを理解しておいてください。たと

えば、登録および展開をどのようにするかによって、CA の階層の計画が変わってくる場合がありま

す。このため、PKI 内の各コンポーネントがどのように機能するか、また、特定のコンポーネントのオ

プションが、計画プロセスで行った決定によってどのように変わるかを理解することが重要です。
5
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  関連情報
関連情報
図 1 で説明したように、PKI の設定では 初に RSA 鍵を設定し、展開します。詳細については、「PKI 
内での RSA 鍵の展開」の章を参照してください。

その他の参考資料
ここでは、Cisco IOS PKI に関する関連資料について説明します。

関連資料

規格

MIB

内容 参照先

PKI コマンド：完全なコマンドの構文、コマンド モー

ド、デフォルト、使用上の注意事項、例 
『Cisco IOS Security Command Reference』 

証明書登録：サポートされる方法、登録プロファイ

ル、設定作業 
『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring Certificate Enrollment for a PKI」の章。

証明書の許可および失効：設定作業 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring Revocation and Authorization of Certificates in a PKI」
の章

Cisco IOS 証明書サーバの概要および設定作業 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring and Managing a Cisco IOS Certificate Server for PKI 
Deployment」の章

安全なデバイス プロビジョニング：機能概要および設

定作業

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Setting Up Secure Device Provisioning (SDP) for Enrollment in a 
PKI」の章

USB eToken への RSA 鍵および証明書の保存 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Storing PKI Credentials」の章

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 
6

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cert_enroll_pki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cfg_auth_rev_cert.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cfg_mng_cert_serv.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cfg_mng_cert_serv.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_setup_SDP_piki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_setup_SDP_piki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_store_pki_cred.html
http://www.cisco.com/go/mibs
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  その他の参考資料
RFC

シスコのテクニカル サポート

RFC タイトル

RFC 2459 『Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL 
Profile』

RFC 2511 『Internet X.509 Certificate Request Message Format』

RFC 2527 『Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate Policy and 
Certification Practices Framework』

RFC 2528 『Internet X.509 Public Key Infrastructure』

RFC 2559 『Internet X.509 Public Key Infrastructure Operational Protocols - 
LDAPv2』

RFC 2560 『X.509 Internet Public Key Infrastructure Online Certificate Status 
Protocol - OCSP』

RFC 2585 『Internet X.509 Public Key Infrastructure Operational Protocols: 
FTP and HTTP』

RFC 2587 『Internet X.509 Public Key Infrastructure LDAPv2 Schema』

RFC 2875 『Diffie-Hellman Proof-of-Possession Algorithms』

RFC 3029 『Internet X.509 Public Key Infrastructure Data Validation and 
Certification Server Protocols』

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport
7
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  用語集
用語集
CDP：Certificate Distribution Point（CDP; 証明書分散ポイント）。デジタル証明書内のフィールドで、

証明書の CRL の取り出し方法を記述した情報が含まれています。 も一般的な CDP としては HTTP や 
LDAP の URL があります。CDP には、他の種類の URL または LDAP のディレクトリ指定が含まれて

いる場合もあります。それぞれの CDP には、URL またはディレクトリの指定が 1 つ含まれています。

CRL：Certificate Revocation List（CRL; 証明書失効リスト）。失効した証明書のリストが含まれる電

子ドキュメントです。CRL は、証明書を発行した CA によって作成され、デジタル署名されます。

CRL には、証明書の発行日と失効日が含まれています。現行の CRL が失効すると、新しい CRL が発

行されます。

CA：Certification Authority（CA; 認証局）。証明書要求の管理と、関係する IPSec ネットワーク デバ

イスへの証明書の発行を担当しているサービス。このサービスは、参加デバイスを一元的に管理しま

す。またこれらのサービスによって受信者は、明示的に信頼してアイデンティティを確認し、デジタル

証明書を作成できます。

PKI：Public Key Infrastructure（PKI; 公開鍵インフラストラクチャ）。セキュアに設定された通信に使

用されているネットワーク コンポーネントの暗号キーと ID 情報を管理するシステムです。

RA：Registration Authority（RA; 登録局）。CA のプロキシとして機能するサーバで、CA がオフライ

ンのときでも CA の機能を継続できます。RA は CA サーバ上に設定するのが通常ですが、別アプリ

ケーションとして、稼動のための別デバイスを必要とする場合もあります。

RSA 鍵：公開鍵暗号化システムで、Ron Rivest（ロナルド・リベスト）、Adi Shamir（アディ・シャミ

ア）、Leonard Adleman（レオナルド・エーデルマン）の 3 人によって開発されました。ルータの証明

書を取得するには、RSA 鍵のペア（公開鍵と秘密鍵）が必要です。

証明書：ユーザ名またはデバイス名を公開鍵にバインドする電子ドキュメント。証明書は、一般的にデ

ジタル署名を確認するために使用されます。

ピア証明書：ピアが提示する証明書のことで、ピアの公開鍵が含まれており、トラストポイント CA が
署名します。

（注） この用語集に記載されていない用語については、『Internetworking Terms and Acronyms』を参照してく

ださい。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2006–2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2006–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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PKI 内での RSA キーの展開

この章では、Public Key Infrastructure（PKI; 公開キー インフラストラクチャ）内で Rivest、Shamir、
Adelman（RSA）キーを設定および展開する方法について説明します。ルータの証明書を取得する前

に、RSA キー ペア（公開キーと秘密キー）が要求されます。つまり、エンド ホストは RSA キーのペ

アを生成し、認証局（CA）と公開キーを交換して証明書を取得し、PKI に登録する必要があります。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「PKI 内の RSA キーに関する機能情報」（P.23）を

参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「PKI での RSA キーの設定に関する前提条件」（P.2）

• 「RSA キーの設定に関する情報」（P.2）

• 「PKI 内で RSA キーを設定および展開する方法」（P.4）

• 「RSA キー ペア展開での設定例」（P.16）

• 「関連情報」（P.21）

• 「その他の参考資料」（P.21）

• 「PKI 内の RSA キーに関する機能情報」（P.23）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  PKI での RSA キーの設定に関する前提条件
PKI での RSA キーの設定に関する前提条件
• PKI の RSA キーを設定および展開する前に、「Cisco IOS PKI Overview: Understanding and 

Planning a PKI」の内容を理解している必要があります。

• Cisco IOS Release 12.3(7)T の時点で、コマンドの先頭に付けられていた「crypto ca」は、すべて

「crypto pki」に変更されました。ルータは引き続き crypto ca コマンドを受け入れますが、すべて

の出力は crypto pki として読み替えられます。

RSA キーの設定に関する情報
• 「RSA キーの概要」（P.2）

• 「ルータに複数の RSA キーを保管する理由」（P.3）

• 「エクスポート可能な RSA キーのメリット」（P.3）

• 「RSA キーのインポートおよびエクスポート時のパスフレーズ保護」（P.4）

RSA キーの概要

RSA キー ペアは、公開キーと秘密キーで構成されます。PKI を設定する場合、証明書登録要求に公開

キーを含める必要があります。証明書が付与された後、ピアが公開キーを使用して、ルータに送信され

るデータを暗号化できるように、公開キーが証明書に組み込まれます。秘密キーはルータに保持され、

ピアによって送信されたデータの復号化と、ピアとネゴシエーションするときの、トランザクションの

デジタル署名に使用されます。

RSA キー ペアには、キーのモジュラス値が含まれています。モジュラス値に応じて、RSA キーのサイ

ズが決まります。モジュラス値が大きいほど、RSA キーの安全性が高まります。ただし、モジュラス

値が大きくなると、キーの生成にかかる時間が長くなり、キーのサイズが大きくなると暗号化処理およ

び復号化処理にかかる時間が長くなります。

（注） Cisco IOS Release 12.4(11)T の時点では、 大 4096 ビットまでのピアの公開 RSA キーのモジュラス

値が自動的にサポートされます。

秘密 RSA キーの 大モジュラス値は 4096 ビットです。したがって、ルータが生成またはインポート

できる RSA 秘密キーの 大サイズは、4096 ビットです。ただし、RFC 2409 では、RSA 暗号化の秘密

キーのサイズを 2048 ビット以下に制限しています。

CA の推奨モジュラス値は 2048 ビット、クライアントの推奨モジュラス値は 1024 ビットです。

用途 RSA キーと汎用目的 RSA キー 

RSA キー ペアには用途キーと汎用目的キーの 2 つのタイプがあり、これらは相互に排他的です。RSA 
キー ペアを生成するとき（crypto key generate rsa コマンドを使用）、用途キーまたは汎用目的キーを

選択するためのプロンプトが表示されます。
2

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_pki_overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_pki_overview.html


PKI 内での RSA キーの展開

  RSA キーの設定に関する情報
用途 RSA キー 
用途キーは 2 組の RSA キー ペアで構成されます。このうち 1 組の RSA キー ペアは暗号化用に、もう 
1 組の RSA キー ペアは署名用にそれぞれ生成され、使用されます。用途キーを使用すると、各キーは

不必要に暴露されなくなります（用途キーを使用しない場合、1 つのキーが両方の認証方法に使用され

るため、そのキーが暴露される危険性が高くなります）。

汎用目的 RSA キー 
汎用目的キーは、1 つの RSA キー ペアだけで構成され、このキー ペアは暗号化と署名の両方に使用さ

れます。汎用目的のキー ペアは、用途キー ペアよりも頻繁に使用されます。

ルータに複数の RSA キーを保管する理由 
複数の RSA キー ペアを設定することで、Cisco IOS ソフトウェアは、対応する CA ごとに異なるキー 
ペアを維持できます。このようにして、このソフトウェアは、同じ CA で複数のキー ペアおよび証明

書を維持できます。したがって、Cisco IOS ソフトウェアは、キーの長さ、キーのライフタイム、汎用

目的キーまたは用途キーなど、他の CA で指定される要件を損なうことなく、各 CA のポリシー要件に

合致します。

名前付きのキー ペア（label key-label オプションを使用して指定する）を使用して、複数の RSA キー 
ペアを用意すると、Cisco IOS ソフトウェアがアイデンティティの証明書ごとに異なるキー ペアを維持

できるようになります。

エクスポート可能な RSA キーのメリット

注意 エクスポート可能な RSA キーを使用すると、キーが暴露される危険性があるため、エクスポート可

能な RSA キーは、使用前に慎重に評価する必要があります。

既存の RSA キーはすべてエクスポート不能です。新しいキーは、デフォルトでエクスポート不能と

して生成されます。既存のエクスポート不能のキーは、エクスポート可能なキーに変換できません。

Cisco IOS Release 12.2(15)T では、ユーザは、ルータの秘密 RSA キー ペアをスタンバイ ルータと共

有できます。したがって、ネットワーキング デバイス間でセキュリティ クレデンシャルを転送できま

す。キー ペアを 2 台のルータ間で共有すると、一方のルータが、もう一方のルータの機能を迅速かつ

トランスペアレントに引き継ぐことができます。メイン ルータが故障した場合、スタンバイ ルータが

ネットワークに投入され、キーの再生、CA への再登録、または手動でのキーの再配布を行うことな

く、メイン ルータを置き換えます。

また、セキュア シェル（SSH）を使用するすべての管理ステーションを 1 つの公開 RSA キーで設定で

きるように、RSA キー ペアをエクスポートおよびインポートすると、ユーザは同じ RSA キー ペアを

複数のルータに配置することもできます。

PEM 形式ファイルでエクスポート可能な RSA キー

Privacy-Enhanced Mail（PEM; プライバシーエンハンスト メール）形式ファイルを使用した RSA キー

のインポートまたはエクスポートは、Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.3(4)T 以降を実行するお客

様および、Secure Socket Layer（SSL; セキュア ソケット レイヤ）またはセキュア シェル（SSH）ア

プリケーションを使用して、RSA キー ペアを手動で生成し、キーを PKI アプリケーションに再イン

ポートするお客様に役立ちます。PEM 形式のファイルを使用すると、新しいキーを生成しなくても、

既存の RSA キー ペアを Cisco IOS ルータで直接使用できます。
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RSA キーのインポートおよびエクスポート時のパスフレーズ保護

エクスポートする PKCS12 ファイルまたは PEM ファイルを暗号化するには、パスフレーズを含める必

要があります。また、PKCS12 または PEM ファイルをインポートするときは、同じパスフレーズを入

力して復号化する必要があります。PKCS12 または PEM ファイルをエクスポート、削除、またはイン

ポートする際にこれらのファイルを暗号化すると、ファイルの伝送あるいは外部デバイスへの保管中

に、ファイルを不正なアクセスおよび使用から保護します。

パスフレーズには、8 文字以上の任意のフレーズを指定できます。パスフレーズにはスペースおよび句

読点を含めることができますが、Cisco IOS パーサに特殊な意味を持つ疑問符（?）は除きます。

エクスポート可能な RSA キー ペアをエクスポート不能な RSA キー ペアに変換する方法

パスフレーズ保護により、外部の PKCS12 または PEM ファイルが不正なアクセスおよび使用から保護

されます。RSA キー ペアがエクスポートされないようにするには、RSA キー ペアに「エクスポート

不能」のラベルを付ける必要があります。エクスポート可能な RSA キー ペアをエクスポート不能な

キー ペアに変換するには、キー ペアをエクスポートしてから、「exportable」キーワードを指定せずに

再インポートする必要があります。

PKI 内で RSA キーを設定および展開する方法
• 「RSA キー ペアの生成」（P.4） 

• 「RSA キー ペアとトラストポイントの証明書の管理」（P.6） 

• 「RSA キーのエクスポートおよびインポート」（P.9） 

• 「ルータの秘密キーの暗号化およびロック」（P.13） 

• 「RSA キー ペア設定の削除」（P.15） 

RSA キー ペアの生成 
RSA キー ペアを手動で生成するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto key generate rsa [general-keys | usage-keys | signature | encryption] [label key-label] 
[exportable] [modulus modulus-size] [storage devicename:] [on devicename:]

4. exit 

5. show crypto key mypubkey rsa
4
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  PKI 内で RSA キーを設定および展開する方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto key generate rsa [general-keys | 
usage-keys | signature | encryption] [label 
key-label] [exportable] 
[modulus modulus-size] [storage devicename:] 
[on devicename:]

例：
Router(config)# crypto key generate rsa 
general-keys modulus 360

（任意）証明書サーバの RSA キー ペアを生成します。

• storage キーワードを使用すると、キーの保管場所を

指定できます。

• key-label 引数を指定することによってラベル名を指定

する場合、crypto pki server cs-label コマンドによっ

て証明書サーバに使用するラベルと同じ名前を使用す

る必要があります。key-label 引数を指定していない場

合、ルータの Fully Qualified Domain Name（FQDN; 
完全修飾ドメイン名）であるデフォルト値が使用され

ます。

no shutdown コマンドを発行する前に、CA 証明書が生成

されるまで待ってからエクスポート可能な RSA キー ペア

を手動で生成する場合、crypto ca export pkcs12 コマンド

を使用して、証明書サーバ証明書および秘密キーを含む 
PKCS12 ファイルをエクスポートできます。

• デフォルトでは、CA キーのモジュラス サイズは 1024 
ビットです。推奨される CA キーのモジュラスは 2048 
ビットです。CA キーのモジュラス サイズの範囲は 
350 ～ 4096 ビットです。

• on キーワードは、指定した装置上で RSA キー ペアが

作成されることを指定します。この装置には 
Universal Serial Bus（USB; ユニバーサルシリアルバ

ス）トークン、ローカル ディスク、および NVRAM 
などがあります。装置の名前の後にはコロン（:）を付

けます。

（注） USB トークン上で作成されるキーは、2048 ビット

以下である必要があります。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa

（任意）ルータの RSA 公開キーを表示します。

このステップでは、RSA キー ペアが正常に生成されたこ

とを確認できます。
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  PKI 内で RSA キーを設定および展開する方法
次の作業

正常に RSA キー ペアを生成したら、この章のいずれかの追加作業に進み、RSA キー ペアに対して追

加の RSA キー ペアを生成する、RSA キー ペアのエクスポートおよびインポートを実行する、または

追加のセキュリティ パラメータ（秘密キーの暗号化またはロックなど）を設定します。

RSA キー ペアとトラストポイントの証明書の管理

複数の RSA キー ペアを生成および保管し、トラストポイントにキー ペアを関連付け、トラストポイン

トからルータの証明書を取得するようにルータを設定するには、次の作業を実行します。

トラストポイント（Certificate Authority（CA; 認証局）としても知られる）は、証明書要求を管理し、

参加ネットワーク デバイスに証明書を発行します。これらのサービスは、参加デバイスを一元的に管

理します。またこれらのサービスによって受信者は、明示的に信頼してアイデンティティを確認し、デ

ジタル証明書を作成できます。PKI の動作を開始する前に、CA は独自の公開キー ペアを生成し、自己

署名 CA 証明書を作成します。その後、CA は、証明書要求に署名し、PKI に対してピア登録を開始で

きます。

前提条件

RSA キー ペアを、「RSA キー ペアの生成」の手順どおりに生成している必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. rsakeypair key-label [key-size [encryption-key-size]] 

5. enrollment selfsigned（任意）

6. subject-alt-name name（任意）

7. exit

8. cypto pki enroll name

9. exit

10. show crypto key mypubkey rsa
6
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  PKI 内で RSA キーを設定および展開する方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint TESTCA

トラストポイントを作成し、CA トラストポイント コン

フィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 rsakeypair key-label [key-size 
[encryption-key-size]] 

例：
Router(ca-trustpoint)# rsakeypair fancy-keys

（任意）key-label 引数には、登録時に生成された RSA キー 
ペアの名前を指定し（まだ存在しない場合、または

auto-enroll regenerate コマンドが設定されている場合）、

トラストポイント証明書と一緒に使用します。デフォルト

では、Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ド

メイン名）キーを使用します。

• （任意）key-size 引数には、RSA キー ペアのサイズを

指定します。

• （任意）encryption-key-size 引数には 2 番めのキーのサ

イズを指定します。2 番めのキーは、個別の暗号化、署

名キー、および証明書を要求する場合に使用されます。

ステップ 5 enrollment selfsigned

例：
Router(ca-trustpoint)# enrollment selfsigned

（任意）トラストポイントの自己署名登録を指定します。

ステップ 6 subject-alt-name name

例：
Router(ca-trustpoint)# subject-alt-name TESTCA

（任意）name 引数には、トラストポイントの証明書に含ま

れる X.509 証明書の所有者別名（subjectAltName）フィー

ルドのトラストポイントの名前を指定します。デフォルト

では、証明書に所有者別名フィールドは含まれていません。

（注） X.509 証明書のこのフィールドは、RFC 2511 に定

義されています。

このオプションは、所有者別名（subjectAltName）フィー

ルドにトラストポイントの名前を含むルータの自己署名ト

ラストポイント証明書を作成する場合に使用します。所有

者別名は、トラストポイント ポリシーの自己署名登録に 
enrollment selfsigned コマンドが指定された場合にのみ使

用できます。

ステップ 7 exit

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了します。
7
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例

次に、所有者別名（subjectAltName）フィールドにトラストポイントの名前を含むルータの自己署名

トラストポイント証明書を作成する方法の例を示します。

Router> enable
Router# configure terminal
Router(config)# crypto pki trustpoint TESTCA
Router(ca-trustpoint)# enrollment selfsigned
Router(ca-trustpoint)# subject-alt-name TESTCA
Router(ca-trustpoint)# exit
Router(config)# cypto pki enroll TESTCA
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: no
% Include an IP address in the subject name? [no]:
Generate Self Signed Router Certificate? [yes/no]: yes

Router Self Signed Certificate successfully created
Router(config)# exit

次の証明書が作成されます。

Certificate:
    Data:
        Version: 3 (0x2)
        Serial Number: 2 (0x2)
        Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        Issuer: CN=TESTCA/unstructuredName=r1.cisco.com
        Validity
            Not Before: Mar 22 20:26:20 2010 GMT
            Not After : Jan  1 00:00:00 2020 GMT
        Subject: CN=TESTCA/unstructuredName=r1.cisco.com
        Subject Public Key Info:
            Public Key Algorithm: rsaEncryption
            RSA Public Key: (512 bit)

ステップ 8 cypto pki enroll name

例：
Router(config)# cypto pki enroll TESTCA
% Include the router serial number in the 
subject name? [yes/no]: no
% Include an IP address in the subject name? 
[no]:
Generate Self Signed Router Certificate? 
[yes/no]: yes

Router Self Signed Certificate successfully 
created

トラストポイントからのルータの証明書を要求します。

name 引数にはトラストポイントの名前を指定します。こ

のコマンドを入力したら、プロンプトに応答します。

（注） crypto pki trustpoint コマンドで入力したものと

同じトラストポイント名を使用します。

ステップ 9 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 10 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa

（任意）ルータの RSA 公開キーを表示します。

このステップでは、RSA キー ペアが正常に生成されたこ

とを確認できます。

コマンドまたはアクション 目的
8
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                Modulus (512 bit):
                    00:8d:71:2e:3b:eb:a2:e2:f3:44:d9:bc:a9:85:88:
                    f4:a9:bd:c9:7f:f0:69:f5:e7:75:8f:00:f2:8e:3e:
                    2f:ca:5e:c5:08:43:95:8c:a2:6a:ae:ce:a0:ae:82:
                    61:61:ff:4e:8c:8f:89:d1:56:d8:35:34:b7:95:93:
                    1a:72:03:71:fb
                Exponent: 65537 (0x10001)
        X509v3 extensions:
            X509v3 Basic Constraints: critical
            CA:TRUE
            X509v3 Subject Alternative Name:
            DNS:TESTCA
            X509v3 Authority Key Identifier:
            keyid:F9:A4:95:87:5F:A4:CA:7D:65:FA:BE:38:20:55:18:F9:4C:6C:D5:F3

            X509v3 Subject Key Identifier:
            F9:A4:95:87:5F:A4:CA:7D:65:FA:BE:38:20:55:18:F9:4C:6C:D5:F3
    Signature Algorithm: md5WithRSAEncryption
        6d:92:e7:a8:a5:1a:5a:ef:13:58:02:1b:79:17:93:41:37:c9:
        2d:9f:1a:a3:f5:3a:73:05:cd:d1:02:84:43:7e:e0:84:07:46:
        55:f9:45:59:51:ba:25:48:6f:d8:e1:0d:35:44:07:5c:16:17:
        35:45:99:e2:80:6e:53:e5:35:76
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIBszCCAV2gAwIBAgIBAjANBgkqhkiG9w0BAQQFADAuMQ8wDQYDVQQDEwZURVNU
Q0ExGzAZBgkqhkiG9w0BCQIWDHIxLmNpc2NvLmNvbTAeFw0xMDAzMjIyMDI2MjBa
Fw0yMDAxMDEwMDAwMDBaMC4xDzANBgNVBAMTBlRFU1RDQTEbMBkGCSqGSIb3DQEJ
AhYMcjEuY2lzY28uY29tMFwwDQYJKoZIhvcNAQEBBQADSwAwSAJBAI1xLjvrouLz
RNm8qYWI9Km9yX/wafXndY8A8o4+L8pexQhDlYyiaq7OoK6CYWH/ToyPidFW2DU0
t5WTGnIDcfsCAwEAAaNmMGQwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zARBgNVHREECjAIggZU
RVNUQ0EwHwYDVR0jBBgwFoAU+aSVh1+kyn1l+r44IFUY+Uxs1fMwHQYDVR0OBBYE
FPmklYdfpMp9Zfq+OCBVGPlMbNXzMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA0EAbZLnqKUaWu8T
WAIbeReTQTfJLZ8ao/U6cwXN0QKEQ37ghAdGVflFWVG6JUhv2OENNUQHXBYXNUWZ
4oBuU+U1dg==
-----END CERTIFICATE-----

RSA キーのエクスポートおよびインポート 
ここでは、RSA キーのエクスポートおよびインポートに使用できる次の作業について説明します。エ

クスポート可能な RSA キーを使用すると、メイン ルータが故障した場合に、使用ファイルが PKCS12 
ファイルか PEM ファイルかにかかわらず、新しい RSA キーを生成しなくても、Cisco IOS ルータの既

存の RSA キーを使用できます。

• 「PKCS12 ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポート」（P.9）

• 「PEM 形式ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポート」（P.11）

PKCS12 ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポート 

RSA キー ペアをエクスポートおよびインポートすることにより、ユーザは、セキュリティ クレデン

シャルをデバイス間で転送できます。キー ペアを 2 台のデバイス間で共有すると、一方のデバイスが、

もう一方のデバイスの機能を迅速かつトランスペアレントに引き継ぐことができます。

PKCS12 ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポートに関する前提条件

RSA キー ペアを「RSA キー ペアの生成」の作業に従って生成し、そのキー ペアに「エクスポート可

能」のマークを付ける必要があります。
9
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PKCS12 ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポートに関する制約事項

• システムを Cisco IOS Release 12.2(15)T 以降にアップグレードするまでは、ルータ上に存在する 
RSA キーをエクスポートできません。Cisco IOS ソフトウェアのアップグレード後、新しい RSA 
キーを生成し、このキーに「エクスポート可能」のラベルを付ける必要があります。

• サードパーティ製のアプリケーションで生成された PKCS12 ファイルをインポートする場合、

PKCS12 ファイルには CA 証明書が含まれている必要があります。

• RSA キー ペアをすでにエクスポートし、ターゲット ルータにインポートした後で RSA キー ペア

を再インポートする場合、RSA キー ペアをインポートするときに、exportable キーワードを指定

する必要があります。

• ルータがインポートできる RSA キーの 大サイズは、2048 ビットです。

手順の概要

1. crypto pki trustpoint name

2. rsakeypair key-label [key-size [encryption-key-size]] 

3. exit

4. crypto pki export trustpointname pkcs12 destination-url passphrase 

5. crypto pki import trustpointname pkcs12 source-url passphrase 

6. exit

7. show crypto key mypubkey rsa 
10
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手順の詳細

PEM 形式ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポート

PEM ファイルの RSA キー ペアをエクスポートまたはインポートするには、次の作業を実行します。

PEM 形式ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポートに関する前提条件

RSA キー ペアを「RSA キー ペアの生成」の作業に従って生成し、そのキー ペアに「エクスポート可

能」のマークを付ける必要があります。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint my-ca

RSA キー ペアに関連付けるトラストポイント名を作成し、

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 2 rsakeypair key-label [key-size 
[encryption-key-size]] 

例：
Router(ca-trustpoint)# rsakeypair my-keys

トラストポイントに使用するキー ペアを指定します。

ステップ 3 exit

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 4 crypto pki export trustpointname pkcs12 
destination-url passphrase

例：
Router(config)# crypto pki export my-ca pkcs12 
tftp://tftpserver/my-keys PASSWORD

トラストポイント名を使用して RSA キーをエクスポート

します。

（注） 次のファイル システム タイプのいずれかを使用し

てトラストポイントをエクスポートできます。フ

ラッシュ、ヌル、FTP、NVRAM、Remote File 
Copying（RCP）、SCP、システム、TFTP、
Webflash、Xmodem、または Ymodem

ステップ 5 crypto pki import trustpointname pkcs12 
source-url passphrase

例：
Router(config)# crypto pki import my-ca pkcs12 
tftp://tftpserver/my-keys PASSWORD 

ターゲット ルータに RSA キーをインポートします。

ステップ 6 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 7 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa

（任意）ルータの RSA 公開キーを表示します。
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PEM 形式ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポートに関する制約事項

• システムを Cisco IOS Release 12.3 (4)T 以降のリリースにアップグレードする前に、エクスポート

可能のフラグを付けずに生成された RSA キーは、エクスポートおよびインポートできません。

Cisco IOS ソフトウェアをアップグレードしたら、新しい RSA キーを生成する必要があります。

• ルータがインポートできる RSA キーの 大サイズは、2048 ビットです。

手順の概要

1. crypto key generate rsa {usage-keys | general-keys} label key-label [exportable]

2. crypto key export rsa key-label pem {terminal | url url} {3des | des} passphrase 

3. crypto key import rsa key-label pem [usage-keys] {terminal | url url} [exportable] passphrase 

4. exit

5. show crypto key mypubkey rsa 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 crypto key generate rsa {usage-keys | 
general-keys} label key-label [exportable]

例：
Router(config)# crypto key generate rsa 
general-keys label mykey exportable

RSA キー ペアを生成します。

PEM ファイルを使用するには、RSA キー ペアはエクス

ポート可能のラベルが付いている必要があります。

ステップ 2 crypto key export rsa key-label pem {terminal 
| url url} {3des | des} passphrase 

例：
Router(config)# crypto key export rsa mycs 
pem url nvram: 3des PASSWORD

生成された RSA キー ペアをエクスポートします。

ヒント PEM ファイルは、必ず安全な場所に保管してくだ
さい。たとえば、別のバックアップ ルータに保管
することもできます。

ステップ 3 crypto key import rsa key-label pem 
[usage-keys] {terminal | url url} 
[exportable] passphrase

例：
Router(config)# crypto key import rsa mycs2 
pem url nvram: PASSWORD

生成された RSA キー ペアをインポートします。

（注） キーを CA からエクスポート可能にしない場合は、

そのキーをエクスポート不能のキー ペアとしてエ

クスポートしてから、CA に再度インポートしてく

ださい。このキーは削除できなくなります。

ステップ 4 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa

（任意）ルータの RSA 公開キーを表示します。
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ルータの秘密キーの暗号化およびロック 
デジタル署名は、あるデバイスを別のデバイスに対して認証するために使用されます。デジタル署名を

使用するには、プライベート情報（秘密キー）を、署名を提示しているデバイスに保管する必要があり

ます。保管されたプライベート情報は、秘密キーを含むハードウェア装置を乗っ取ろうとする攻撃者に

役立つことがあります。たとえば、攻撃者は、乗っ取ったルータを使用し、ルータに保管されている 
RSA 秘密キーを使用して、別のサイトへのセキュアな接続を開始する可能性があります。

（注） RSA キーはパスワードの復元操作中に失われます。パスワードを喪失した場合、パスワードの復元操

作を実行すると、RSA キーは削除されます（この機能により、攻撃者がパスワードの復元を実行して

キーを使用するのを防止します）。

攻撃者から秘密 RSA キーを保護するために、ユーザは、パスフレーズを使用して NVRAM に保管され

た秘密キーを暗号化できます。侵入を試みる攻撃者によってルータが乗っ取られた場合、ユーザは、秘

密キーを「ロック」することもできます。これにより、稼動中ルータからの新しい接続の試行がブロッ

クされ、ルータ内のキーが保護されます。

NVRAM に保存された秘密キーを暗号化しロックするには、次の作業を実行します。

前提条件

秘密キーを暗号化またはロックする前に、次の作業を実行する必要があります。

• RSA キー ペアを「RSA キー ペアの生成」の手順どおりに生成します。

• 必要に応じて、各ルータを認証し、CA サーバに登録できます。

（注） CA の登録中は、RSA キーのロックを解除する必要があります。ルータの秘密キーは認証時に

使用されないため、CA でルータを認証している間、この秘密キーをロックできます。

秘密キーの暗号化およびロックに関する制約事項

下位互換性に関する制約事項 
Cisco IOS Release 12.3(7)T よりも前のイメージは、暗号キーをサポートしません。暗号キーがルータ

によってすべて喪失されないように、Cisco IOS Release 12.3(7)T 以前のイメージを起動する前に、暗

号化されていないキーだけが NVRAM に書き込まれていることを確認してください。

Cisco IOS Release 12.3(7)T 以前のイメージをダウンロードする必要がある場合は、ダウンロードされた

イメージによって設定が上書きされないように、キーを復号化し、ただちに設定を保存してください。

アプリケーションとの相互作用 
ルータの起動後、キーを手動で（crypto key unlock rsa コマンドを使用して）アンロックするまで、

暗号キーは有効になりません。暗号化されているキー ペアによっては、この機能により、IP セキュリ

ティ（IPsec）、SSH、SSL などのアプリケーションに悪影響が及ぶ可能性があります。つまり必要な

キー ペアがアンロックされるまで、セキュア チャネル経由でのルータ管理ができない場合があります。

手順の概要

1. crypto key encrypt [write] rsa [name key-name] passphrase passphrase

2. exit
13



PKI 内での RSA キーの展開

  PKI 内で RSA キーを設定および展開する方法
3. show crypto key mypubkey rsa 

4. crypto key lock rsa [name key-name] passphrase passphrase

5. show crypto key mypubkey rsa

6. crypto key unlock rsa [name key-name] passphrase passphrase

7. configure terminal

8. crypto key decrypt [write] rsa [name key-name] passphrase passphrase

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 crypto key encrypt [write] rsa [name key-name] 
passphrase passphrase

例：
Router(config)# crypto key encrypt write rsa 
name pki.example.com passphrase password 

RSA キーを暗号化します。

このコマンドが発行されると、ルータはキーを引き続き使

用でき、キーはアンロックされたままになります。

（注） write キーワードを発行しない場合、設定を手動で 
NVRAM に書き込む必要があります。この作業を

行わないと、次にルータをリロードしときに暗号

化キーが消去されます。

ステップ 2 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 3 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa

（任意）秘密キーが暗号化（保護）され、アンロックされ

ていることを確認できます。

（注） このコマンドを使用して、キーの暗号化後、

Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー 
エクスチェンジ）および SSH などのアプリケー

ションが適切に機能していることを確認すること

もできます。

ステップ 4 crypto key lock rsa [name key-name] passphrase 
passphrase

例：
Router# crypto key lock rsa name 
pki.example.com passphrase password

（任意）暗号化された秘密キーを稼動中のルータ上でロッ

クします。

（注） キーをロックした後は、そのキーを使用してピア 
デバイスにルータを認証できません。この動作に

より、ロックされているキーを使用する IPSec ま
たは SSL 接続はすべてディセーブルになります。

ロックされたキーに基づいて作成された既存の 
IPSec トンネルは閉じられます。

すべての RSA キーをロックすると、SSH は自動的

にディセーブルになります。

ステップ 5 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa

（任意）秘密キーが保護され、ロックされていることを確

認できます。

このコマンドの出力では、IKE、SSH、SSL などのアプリ

ケーションによって試行された接続の失敗も表示されます。
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RSA キー ペア設定の削除

次のいずれかの理由により、RSA キー ペアの削除が必要になる場合があります。

• 手動での PKI 操作およびメンテナンスの間に、古い RSA キーを削除して、新しいキーと交換でき

ます。

• 既存の CA を置き換えた場合、新しい CA では、新たにキーを生成する必要があります。たとえ

ば、必要なキーのサイズが組織によって異なることがあるため、古い 1024 ビット キーを削除し、

新しい 2048 ビット キーを生成することが必要になる場合があります。

• IKEv1 および IKEv2 での署名確認の問題をデバッグできるように、ピア ルータの公開キーを削除

できます。デフォルトでは、キーはトラストポイントに関連付けられた Certificate Revocation List
（CRL; 証明書失効リスト）のライフタイムによってキャッシュされます。

すべての RSA キーまたはルータによって生成された指定の RSA キー ペアを削除するには、次の作業

を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto key zeroize rsa [key-pair-label]

4. crypto key zeroize pubkey-chain [index]

5. exit

6. show crypto key mypubkey rsa

ステップ 6 crypto key unlock rsa [name key-name] 
passphrase passphrase 

例：
Router# crypto key unlock rsa name 
pki.example.com passphrase password 

（任意）秘密キーをアンロックします。

（注） このコマンドを発行すると、IKE トンネルを引き

続き確立できます。

ステップ 7 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 8 crypto key decrypt [write] rsa [name key-name] 
passphrase passphrase 

例：
Router(config)# crypto key decrypt write rsa 
name pki.example.com passphrase password 

（任意）暗号化されたキーを削除し、暗号化されていない

キーだけを残します。

（注） write キーワードを使用すると、暗号化されていな

いキーはただちに NVRAM に保存されます。write 
キーワードを発行しない場合、設定を手動で 
NVRAM に書き込む必要があります。この作業を

行わないと、次にルータをリロードしときにキー

が暗号化したままになります。

コマンドまたはアクション 目的
15
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手順の詳細

RSA キー ペア展開での設定例
• 「RSA キーの生成および指定例」（P.16）

• 「RSA キーのエクスポートおよびインポート：例」（P.17）

• 「ルータの秘密キーの暗号化およびロック：例」（P.20）

RSA キーの生成および指定例

次の例は、RSA キー ペア「exampleCAkeys」を生成し、指定する方法を示すサンプルのトラストポイ

ント設定です。

crypto key generate rsa general-purpose exampleCAkeys 
crypto ca trustpoint exampleCAkeys 
enroll url http://exampleCAkeys/certsrv/mscep/mscep.dll 
rsakeypair exampleCAkeys 1024 1024 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto key zeroize rsa [key-pair-label]

例：
Router(config)# crypto key zeroize rsa 
fancy-keys

ルータから RSA キー ペアを削除します。

• key-pair-label 引数を指定していない場合、ルータに

よって生成された RSA キーはすべて削除されます。

ステップ 4 crypto key zeroize pubkey-chain [index]

例：
Router(config)# crypto key zeroize 
pubkey-chain

キャッシュからリモート ピアの公開キーを削除します。

（任意）特定の公開キーのインデックス エントリを削除す

るには、index 引数を使用します。インデックス エントリ

が指定されていない場合、すべてのエントリが削除されま

す。インデックス エントリに指定できる値の範囲は 1 ～ 
65535 です。

ステップ 5 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 6 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa

（任意）ルータの RSA 公開キーを表示します。

このステップでは、RSA キー ペアが正常に生成されたこ

とを確認できます。
16
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RSA キーのエクスポートおよびインポート：例

• 「PKCS12 ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポート：例」（P.17）

• 「PEM ファイルの RSA キーの生成、エクスポート、インポート、および検証例」（P.17）

• 「PEM ファイルからのルータ RSA キー ペアおよび証明書のエクスポート例」（P.18）

• 「PEM ファイルからのルータ RSA キー ペアおよび証明書のインポート：例」（P.20）

PKCS12 ファイルの RSA キーのエクスポートおよびインポート：例 

次の例では、RSA キー ペア「mynewkp」がルータ A で生成され、トラストポイント名「mynewtp」
が作成されて、この RSA キー ペアに関連付けられています。このトラストポイントは、ルータ B にイ

ンポートできるように、TFTP サーバにエクスポートされます。ユーザは、ルータ B にトラストポイン

ト「mynewtp」をインポートして、ルータ B に RSA キー ペア「mynewkp」をインポートしました。

ルータ A 
crypto key generate rsa general label mykeys exportable 
! The name for the keys will be:mynewkp 
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your 
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take 
a few minutes.
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys ...[OK]
!
crypto pki trustpoint mynewtp 
rsakeypair mykeys 
exit

crypto pki export mytp pkcs12 flash:myexport companyname 
Destination filename [myexport]? 
Writing pkcs12 file to tftp:/mytftpserver/myexport 
CRYPTO_PKI:Exported PKCS12 file successfully. 
Verifying checksum... OK (0x3307) 
!
Feb 18 17:30:09 GMT:%CRYPTO-6-PKCS12EXPORT_SUCCESS:PKCS #12 Successfully Exported.

ルータ B 
crypto pki import mynewtp pkcs12 flash:myexport companyname 
Source filename [myexport]? 
CRYPTO_PKI:Imported PKCS12 file successfully. 

!
Feb 18 18:07:50 GMT:%CRYPTO-6-PKCS12IMPORT_SUCCESS:PKCS #12 Successfully Imported.

PEM ファイルの RSA キーの生成、エクスポート、インポート、および検証例

次の例では、キーを生成してエクスポートし、戻す（インポートする）方法、および RSA キー ペア

「mycs」のステータスを確認する方法を示します。

! Generate the key pair 
! 
Router(config)# crypto key generate rsa general-purpose label mycs exportable 
The name for the keys will be: mycs 

Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your 
General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. 
17
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How many bits in the modulus [512]: 1024 
% Generating 1024 bit RSA keys ...[OK] 
! 
! Archive the key pair to a remote location, and use a good password. 
! 
Router(config)# crypto key export rsa mycs pem url nvram:3des PASSWORD 

% Key name:mycs 
Usage:General Purpose Key 
Exporting public key... 
Destination filename [mycs.pub]? 
Writing file to nvram:mycs.pub 
Exporting private key... 
Destination filename [mycs.prv]? 
Writing file to nvram:mycs.prv 
! 
! Import the key as a different name. 
! 
Router(config)# crypto key import rsa mycs2 pem url nvram:mycs PASSWORD 

% Importing public key or certificate PEM file... 
Source filename [mycs.pub]? 
Reading file from nvram:mycs.pub 
% Importing private key PEM file... 
Source filename [mycs.prv]? 
Reading file from nvram:mycs.prv% Key pair import succeeded. 
! 
! After the key has been imported, it is no longer exportable. 
! 
! Verify the status of the key. 
! 
Router# show crypto key mypubkey rsa 

% Key pair was generated at:18:04:56 GMT Jun 6 2003 
Key name:mycs 
Usage:General Purpose Key 
Key is exportable. 
Key Data:
30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00E65253 
9C30C12E 295AB73F B1DF9FAD 86F88192 7D4FA4D2 8BA7FB49 9045BAB9 373A31CB 
A6B1B8F4 329F2E7E 8A50997E AADBCFAA 23C29E19 C45F4F05 DBB2FA51 4B7E9F79 
A1095115 759D6BC3 5DFB5D7F BCF655BF 6317DB12 A8287795 7D8DC6A3 D31B2486 
C9C96D2C 2F70B50D 3B4CDDAE F661041A 445AE11D 002EEF08 F2A627A0 5B020301 0001 
% Key pair was generated at:18:17:25 GMT Jun 6 2003 
Key name:mycs2 
Usage:General Purpose Key 
Key is not exportable. 
Key Data:
30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00E65253 
9C30C12E 295AB73F B1DF9FAD 86F88192 7D4FA4D2 8BA7FB49 9045BAB9 373A31CB 
A6B1B8F4 329F2E7E 8A50997E AADBCFAA 23C29E19 C45F4F05 DBB2FA51 4B7E9F79 
A1095115 759D6BC3 5DFB5D7F BCF655BF 6317DB12 A8287795 7D8DC6A3 D31B2486 
C9C96D2C 2F70B50D 3B4CDDAE F661041A 445AE11D 002EEF08 F2A627A0 5B020301 0001 

PEM ファイルからのルータ RSA キー ペアおよび証明書のエクスポート例

次の例では、トラストポイント「mycs」に関連付けられているルータの RSA キー ペア「aaa」と PEM 
ファイル形式の証明書を生成し、これらをエクスポートする方法を示します。また、この例では、他の 
SSL および SSH アプリケーションで使用される PEM 形式ファイルも示します。このファイルには、

Base 64 暗号化データの前後の PEM 境界が含まれています。

Router(config)# crypto key generate rsa general-keys label aaa exportable 
18
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The name for the keys will be:aaa 
Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your General Purpose 
Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. 
! 
How many bits in the modulus [512]:
% Generating 512 bit RSA keys ...[OK] 
! 
Router(config)# crypto pki trustpoint mycs 
Router(ca-trustpoint)# enrollment url http://mycs 
Router(ca-trustpoint)# rsakeypair aaa 
Router(ca-trustpoint)# exit 
Router(config)# crypto pki authenticate mycs 
Certificate has the following attributes:
Fingerprint:C21514AC 12815946 09F635ED FBB6CF31 
% Do you accept this certificate? [yes/no]: y 
Trustpoint CA certificate accepted. 
! 
Router(config)# crypto pki enroll mycs 
% 
% Start certificate enrollment .. 
% Create a challenge password. You will need to verbally provide this password to the CA 
Administrator in order to revoke your certificate. 
For security reasons your password will not be saved in the configuration. 
Please make a note of it. 

Password:
Re-enter password:

% The fully-qualified domain name in the certificate will be: Router 
% The subject name in the certificate will be:host.example.com 
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: n 
% Include an IP address in the subject name? [no]: n 
Request certificate from CA? [yes/no]: y 
% Certificate request sent to Certificate Authority 
% The certificate request fingerprint will be displayed. 
% The 'show crypto ca certificate' command will also show the fingerprint. 

Router(config)# Fingerprint:8DA777BC 08477073 A5BE2403 812DD157 

00:29:11:%CRYPTO-6-CERTRET:Certificate received from Certificate Authority 

Router(config)# crypto ca export aaa pem terminal 3des password 
% CA certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
MIICAzCCAa2gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADBOMQswCQYDVQQGEwJVUzES 
<snip> 
waDeNOSI3WlDa0AWq5DkVBkxwgn0TqIJXJOCttjHnWHK1LMcMVGn 
-----END CERTIFICATE----- 

% Key name:aaa 
Usage:General Purpose Key 
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY----- 
Proc-Type:4,ENCRYPTED 
DEK-Info:DES-EDE3-CBC,ED6B210B626BC81A 

Urguv0jnjwOgowWVUQ2XR5nbzzYHI2vGLunpH/IxIsJuNjRVjbAAUpGk7VnPCT87 
<snip> 
kLCOtxzEv7JHc72gMku9uUlrLSnFH5slzAtoC0czfU4= 
-----END RSA PRIVATE KEY----- 

% Certificate:
-----BEGIN CERTIFICATE----- 
MIICTjCCAfigAwIBAgICIQUwDQYJKoZIhvcNAQEFBQAwTjELMAkGA1UEBhMCVVMx 
19
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<snip> 
6xlBaIsuMxnHmr89KkKkYlU6 
-----END CERTIFICATE----- 

PEM ファイルからのルータ RSA キー ペアおよび証明書のインポート：例

次の例では、TFTP を使用して、PEM ファイルから RSA キー ペアと証明書をトラストポイント

「ggg」にインポートする方法を示します。

Router(config)# crypto pki import ggg pem url tftp://10.1.1.2/username/msca password 
% Importing CA certificate... 
Address or name of remote host [10.1.1.2]? 
Destination filename [username/msca.ca]? 
Reading file from tftp://10.1.1.2/username/msca.ca 
Loading username/msca.ca from 10.1.1.2 (via Ethernet0):! 
[OK - 1082 bytes] 

% Importing private key PEM file... 
Address or name of remote host [10.1.1.2]? 
Destination filename [username/msca.prv]? 
Reading file from tftp://10.1.1.2/username/msca.prv 
Loading username/msca.prv from 10.1.1.2 (via Ethernet0):! 
[OK - 573 bytes] 

% Importing certificate PEM file... 
Address or name of remote host [10.1.1.2]? 
Destination filename [username/msca.crt]? 
Reading file from tftp://10.1.1.2/username/msca.crt 
Loading username/msca.crt from 10.1.1.2 (via Ethernet0):! 
[OK - 1289 bytes] 
% PEM files import succeeded. 
Router(config)# 

ルータの秘密キーの暗号化およびロック：例

• 「暗号キーの設定および検証例」（P.20）

• 「ロックされたキーの設定および確認例」（P.21）

暗号キーの設定および検証例 

次の例では、RSA キー「pki-123.example.com」を暗号化する方法を示します。その後、show crypto 
key mypubkey rsa コマンドを発行して、RSA キーが暗号化（保護）され、アンロックされているこ

とを確認します。

Router(config)# crypto key encrypt rsa name pki-123.example.com passphrase password
Router(config)# exit
Router# show crypto key mypubkey rsa

% Key pair was generated at:00:15:32 GMT Jun 25 2003 
Key name:pki-123.example.com 
Usage:General Purpose Key 
*** The key is protected and UNLOCKED. *** 
Key is not exportable. 
Key Data:
305C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00034B00 30480241 00E0CC9A 1D23B52C 
CD00910C ABD392AE BA6D0E3F FC47A0EF 8AFEE340 0EC1E62B D40E7DCC 
23C4D09E 
03018B98 E0C07B42 3CFD1A32 2A3A13C0 1FF919C5 8DE9565F 1F020301 0001 
20
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% Key pair was generated at:00:15:33 GMT Jun 25 2003 
Key name:pki-123.example.com.server 
Usage:Encryption Key 
Key is exportable. 
Key Data:
307C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00036B00 30680261 00D3491E 2A21D383 
854D7DA8 58AFBDAC 4E11A7DD E6C40AC6 66473A9F 0C845120 7C0C6EC8 1FFF5757 
3A41CE04 FDCB40A4 B9C68B4F BC7D624B 470339A3 DE739D3E F7DDB549 91CD4DA4 
DF190D26 7033958C 8A61787B D40D28B8 29BCD0ED 4E6275C0 6D020301 0001 
Router#

ロックされたキーの設定および確認例 

次の例では、RSA キー「pki-123.example.com」をロックする方法を示します。その後、show crypto 
key mypubkey rsa コマンドを発行して、RSA キーが保護（暗号化）され、アンロックされているこ

とを確認します。

Router# crypto key lock rsa name pki-123.example.com passphrase password
! 
Router# show crypto key mypubkey rsa
 
% Key pair was generated at:20:29:41 GMT Jun 20 2003
Key name:pki-123.example.com
Usage:General Purpose Key
*** The key is protected and LOCKED. ***
Key is exportable.
Key Data:
305C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00034B00 30480241 00D7808D C5FF14AC
0D2B55AC 5D199F2F 7CB4B355 C555E07B 6D0DECBE 4519B1F0 75B12D6F 902D6E9F
B6FDAD8D 654EF851 5701D5D7 EDA047ED 9A2A619D 5639DF18 EB020301 0001 

関連情報
RSA キー ペアを生成したら、トラストポイントを設定する必要があります。すでにトラストポイント

を設定している場合は、ルータを認証し、PKI に登録する必要があります。登録に関する情報について

は、「PKI の証明書登録の設定」を参照してください。

その他の参考資料

関連資料

内容 参照先

PKI の概要（RSA キー、証明書登録、および CA を含

む）

「Cisco IOS PKI Overview: Understanding and Planning a PKI」 

PKI コマンド：完全なコマンドの構文、コマンド モー

ド、デフォルト、使用上の注意事項、例 
『Cisco IOS Security Command Reference』 
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  その他の参考資料
規格

MIB

RFC

シスコのテクニカル サポート

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

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 

RFC タイトル

RFC 2409 『The Internet Key Exchange (IKE)』

RFC 2511 『Internet X.509 Certificate Request Message Format』

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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PKI 内の RSA キーに関する機能情報 
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、「Implementing and Managing PKI 
Features Roadmap」を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

表 1 PKI 内の RSA キーに関する機能情報

機能名

ソフトウェア 
リリース 機能設定情報

Cisco IOS 4096 ビット公開キーのサポート 12.4(12)T この機能により、Cisco IOS 4096 ビット ピア公開キーがサ

ポートされます。

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。

• 「RSA キーの概要」

RSA キーのエクスポートおよびインポート 12.2(15)T この機能では、RSA キーをエクスポートし、インポートす

ることにより、デバイス間でセキュリティ クレデンシャル

を転送できます。キー ペアを 2 台のデバイス間で共有する

と、一方のデバイスが、もう一方のデバイスの機能を迅速

かつトランスペアレントに引き継ぐことができます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「エクスポート可能な RSA キーのメリット」

• 「PKCS12 ファイルの RSA キーのエクスポートおよび

インポート」 

この機能により、crypto ca export pkcs12、crypto ca 
import pkcs12、crypto key generate rsa（IKE）コマン

ドが導入または変更されました。
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RSA キー ペアおよび PEM 形式証明書のイン

ポート

12.3(4)T この機能を使用すると、PEM 形式ファイルを使用して、

RSA キー ペアをインポートまたはエクスポートできます。

PEM 形式のファイルを使用すると、新しいキーを生成し

なくても、既存の RSA キー ペアを Cisco IOS ルータで直

接使用できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「エクスポート可能な RSA キーのメリット」

• 「PEM 形式ファイルの RSA キーのエクスポートおよび

インポート」 

この機能により、次のコマンドが導入されました。crypto 
ca export pem、crypto ca import pem、crypto key 
export pem、crypto key import pem 

複数の RSA キー ペアのサポート 12.2(8)T この機能では、複数の RSA キー ペアを保持するように

ルータを設定できます。したがって、Cisco IOS ソフト

ウェアはアイデンティティ証明書ごとに異なるキー ペアを

維持できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「ルータに複数の RSA キーを保管する理由」

• 「RSA キー ペアとトラストポイントの証明書の管理」

この機能により、crypto key generate rsa、crypto key 
zeroize rsa、rsakeypair コマンドが導入または変更されま

した。

秘密キー保管の保護 12.3(7)T この機能により、ユーザは、Cisco IOS ルータで使用され

る RSA 秘密キーを暗号化およびロックできます。これに

より、秘密キーの不正使用を防止できます。

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。

• 「ルータの秘密キーの暗号化およびロック」

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。crypto key decrypt rsa、crypto key encrypt rsa、
crypto key lock rsa、crypto key unlock rsa、show 
crypto key mypubkey rsa 

表 1 PKI 内の RSA キーに関する機能情報 （続き）

機能名

ソフトウェア 
リリース 機能設定情報
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ソフトウェア暗号エンジンサポートでの RSA 
4096 ビット キー生成

15.1(1)T crypto key generate rsa コマンドの modulus キーワード

の値の範囲は、360 ～ 2048 ビットから 360 ～ 4096 ビット

に拡張されました。

IOS PKI のパフォーマンス モニタリングと

適化

15.1(3)T IOS のパフォーマンス モニタリングと 適化機能は、PKI 
サブシステム内のパフォーマンスの特徴を示し、PKI のパ

フォーマンス関連の問題のデバッグや分析を行う方法を提

供します。この機能については、『IOS Performance 
Monitoring and Optimization』で詳しく説明しています。

また、この機能には、このマニュアルでも参照可能な次の

拡張機能も含まれています。

• 所有者別名（subjectAltName）フィールドにトラスト

ポイントの名前を含むルータに、自己署名トラストポ

イント証明書を作成できます。

• IKE バージョン 1 および IKE バージョン 2 の署名確認

の問題をデバッグしたり、この処理を実行した結果を

受けてピア ルータのパフォーマンスを 適化するため

に、ピア ルータの公開キーを削除できます。

これらの機能については、次の項で参照できます。

• 「RSA キー ペアの生成」（P.4）

• 「RSA キー ペア設定の削除」（P.15）

次のコマンドがこの機能で導入または変更されました。

crypto key zeroize pubkey-chain、subject-alt-name

表 1 PKI 内の RSA キーに関する機能情報 （続き）

機能名

ソフトウェア 
リリース 機能設定情報
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PKI での証明書の許可および失効の設定

この章では、公開キー インフラストラクチャ（PKI）で証明書の許可および失効を設定する方法につい

て説明します。証明書サーバへのハイ アベイラビリティのサポートに関する情報も挙げています。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「証明書の許可および失効に関する機能情報」

（P.47）を参照してください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「証明書の許可および失効に関する前提条件」（P.2）

• 「証明書の許可および失効に関する制約事項」（P.2）

• 「証明書の許可および失効に関する情報」（P.2）

• 「PKI に対して証明書の許可および失効を設定する方法」（P.9）

• 「証明書の許可および失効の設定例」（P.31）

• 「その他の参考資料」（P.45）

• 「証明書の許可および失効に関する機能情報」（P.47）

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/go/cfn
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証明書の許可および失効に関する前提条件

PKI ストラテジの計画

ヒント 実際の証明書の展開を開始する前に、全体の PKI ストラテジを計画することを強く推奨します。

ユーザまたはネットワーク管理者が次の作業を完了した後に、許可および失効が発生します。

• Certificate Authority（CA; 認証局）の設定。

• ピア デバイスの CA への登録。

• ピアツーピア通信に使用される（IP セキュリティ（IPsec）またはセキュア ソケット レイヤ

（SSL）などの）プロトコルの確認および設定。

許可および失効に固有の情報をピア デバイス証明書に含めなければならない場合があるため、ピア デ
バイスを登録する前に、設定する許可および失効ストラテジを決定する必要があります。

「crypto ca」から「crypto pki」への CLI 変更

Cisco IOS Release 12.3(7)T の時点で、コマンドの先頭に付けられていた「crypto ca」は、すべて

「crypto pki」に変更されました。ルータは引き続き crypto ca コマンドを受け入れますが、すべての出

力は crypto pki として読み替えられます。

ハイ アベイラビリティ 
ハイ アベイラビリティのため、IPsec 保護された Stream Control Transmission Protocol（SCTP）はアク

ティブ ルータとスタンバイ ルータの両方で設定する必要があります。同期を機能させるには、SCTP を
設定した後に、証明書サーバの冗長性モードを ACTIVE/STANDBY に設定する必要があります。

証明書の許可および失効に関する制約事項
シャーシ内での Stateful Switchover（SSO）冗長性の PKI High Availability（HA）サポートは、現在 
Cisco IOS Release 12.2 S ソフトウェアを実行するすべてのスイッチ上でサポートされていません。詳

細については、Cisco Bug CSCtb59872 を参照してください。

証明書の許可および失効に関する情報
証明書の許可および失効を設定するには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「PKI の許可」（P.3）

• 「証明書ステータスのための PKI と AAA サーバの統合」（P.3）

• 「CRL または OCSP サーバ：証明書失効メカニズムの選択」（P.5）

• 「許可または失効用に証明書ベースの ACL を使用する場合」（P.7）

• 「PKI 証明書チェーンの検証」（P.8）

• 「ハイ アベイラビリティのサポート」（P.9）
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PKI の許可

PKI 認証では、許可を行いません。多くの場合、一元的に管理されるソリューションが必要ですが、現

在の許可用のソリューションは、設定対象のルータに固有です。

それによって証明書を特定の作業に対して許可し、その他の作業に対しては許可しない、と定義できる

標準的なメカニズムはありません。アプリケーションが証明書ベースの許可情報を認識する場合、この

許可情報を証明書自体に取り込めます。このソリューションでは、許可情報をリアルタイムで更新する

ための簡単なメカニズムを提供していないため、証明書に組み込まれた固有の許可情報を認識するよう

に各アプリケーションに強制します。

証明書ベースの ACL メカニズムがトラストポイント認証の一部として設定される場合、該当アプリ

ケーションは、この許可情報を判別する役割を担うことはなく、どのアプリケーションに対して証明書

を許可するのか指定できません。ルータ上の証明書ベースの ACL は、大きくなりすぎて管理できない

ことがあります。また、外部サーバから証明書ベースの ACL 指示を取得する方が有利です（認証用に

証明書ベースの ACL を使用する場合の詳細は、「許可または失効用に証明書ベースの ACL を使用する

場合」を参照してください）。

許可の問題にリアルタイムで対処する現在のソリューションでは、新しいプロトコルの指定や新しい

サーバの構築（それとともに管理およびデータ配布などの関連作業）が必要になります。

証明書ステータスのための PKI と AAA サーバの統合

PKI を認証、認可、アカウンティング（AAA）サーバと統合することにより、既存の AAA インフラ

ストラクチャを活用する代替オンライン証明書ステータ スソリューションを実現します。証明書を適

切な許可レベルで AAA データベースに一覧表示できます。PKI-AAA を明示的にサポートしないコン

ポーネントでは、デフォルト ラベルの「all」を指定すると、AAA サーバからの許可が可能になりま

す。また、AAA データベースのラベルが「none」の場合、指定された証明書が有効でないことを示し

ます（アプリケーション ラベルが欠如していることと同じですが、「none」は完全性および明確性のた

めに含まれます）。アプリケーション コンポーネントが PKI-AAA をサポートする場合は、コンポーネ

ントを直接指定できます。たとえば、アプリケーション コンポーネントには、「ipsec」、「ssl」、または

「osp」のいずれかを指定できます（ipsec ＝ IP セキュリティ、ssl ＝ セキュア ソケット レイヤ、osp ＝ 
Open Settlement Protocol）。

（注） • 現在、アプリケーション ラベルの指定をサポートするアプリケーション コンポーネントはありま

せん。

• AAA サーバにアクセスしたときに、時間遅延が生じる場合があります。AAA サーバを利用でき

ない場合、許可は失敗します。

RADIUS または TACACS+：AAA サーバ プロトコルの選択

AAA サーバは、RADIUS または TACACS+ プロトコルと連動するように設定できます。PKI 統合用

に AAA サーバを設定する場合、許可に必要な RADIUS または TACACS アトリビュートを設定する必

要があります。

RADIUS プロトコルが使われている場合は、AAA サーバのユーザ名に設定するパスワードを「cisco」
に設定する必要があります。証明書の検証が認証を行い、AAA データベースは許可の目的だけに使用

されているので、このパスワードは受け入れ可能です。TACACS プロトコルを使用する場合、

TACACS では認証が不要な許可をサポートする（認証にパスワードを使用）ので、AAA サーバのユー

ザ名に対して設定されるパスワードとは無関係です。
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さらに、TACACS を使用する場合は、AAA サーバに PKI サービスを追加する必要があります。カス

タム アトリビュート「cert-application=all」が、PKI サービスの特定のユーザまたはユーザ グループ

に追加され、特定のユーザ名が許可されます。

PKI と AAA サーバ統合用のアトリビュート値ペア

表 1 に、AAA サーバと PKI との統合を設定する場合に使用されるアトリビュート値（AV）ペアを示

します（表に示す値は、可能な値であることに注意してください）。AV ペアはクライアント設定と一

致する必要があります。AV ペアが一致しない場合、ピア証明書は許可されません。

（注） 場合によっては、ユーザは、他のすべてのユーザの AV ペアとは異なる AV ペアを持つことができま

す。その場合、ユーザごとに一意のユーザ名が必要になります。（authorization username コマンド内

に）all パラメータを設定すると、証明書の所有者名全体を許可ユーザ名として使用するように指定で

きます。

表 1 一致する必要がある AV ペア

AV ペア 値

cisco-avpair=pki:cert-application=all 有効な値は「all」および「none」です。

cisco-avpair=pki:cert-trustpoint=msca この値は、Cisco IOS コマンドライン インターフェイス

（CLI）設定のトラストポイント ラベルです。

（注） cert-trustpoint AV ペアの指定は、通常任意です。

このペアが指定されている場合、Cisco IOS 
ルータ クエリーは、一致するラベルを持つ証明

書トラストポイントから受信する必要があり、

認証された証明書は、指定された証明書シリア

ル番号を持っている必要があります。

cisco-avpair=pki:cert-serial=16318DB7000
100001671

この値は証明書のシリアル番号です。

（注） cert-serial AV ペアの指定は、通常任意です。こ

のペアが指定されている場合、Cisco IOS ルー

タ クエリーは、一致するラベルを持つ証明書ト

ラストポイントから受信する必要があり、認証

された証明書は、指定された証明書シリアル番

号を持っている必要があります。

cisco-avpair=pki:cert-lifetime-end=1:00 
jan 1, 2003

cert-lifetime-end AV ペアは、証明書で指示された期間

を越えた証明書のライフタイムを人為的に延長する場合

に使用できます。cert-lifetime-end AV ペアを使用する

場合は、cert-trustpoint および cert-serial AV ペアも指定

する必要があります。この値は、時 /分 /月 /日 /年の形

式と一致する必要があります。

（注） 月を表す 初の 3 文字（Jan、Feb、Mar、Apr、
May、Jun、Jul、Aug、Sep、Oct、Nov、Dec）
だけが使用されます。月を表す文字として 4 文
字以上入力すると、残りの文字は無視されます

（たとえば、Janxxxx）。
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CRL または OCSP サーバ：証明書失効メカニズムの選択

証明書が適切に署名された証明書として有効になった後、証明書失効方法を実行して、証明書が発行元 
CA によって無効にされていないことを確認します。Cisco IOS ソフトウェアは、2 つの失効メカニズ

ムとして Certificate Revocation List（CRL; 証明書失効リスト）と Online Certificate Status Protocol
（OCSP）をサポートします（Cisco IOS ソフトウェアも、証明書のチェックために AAA 統合をサポー

トしますが、これには追加の許可機能が含まれます。PKI および AAA 証明書許可とステータス チェッ

クに関する詳細は、「証明書ステータスのための PKI と AAA サーバの統合」を参照してください）。

次の項では、各失効メカニズムの機能方法について説明します。

• 「CRL とは」（P.5）

• 「OCSP とは」（P.6）

CRL とは

CRL とは、失効した証明書のリストです。CRL は、証明書を発行した CA によって作成され、デジタ

ル署名されます。CRL には、各証明書の発行日と失効日が含まれています。

CA は、新しい CRL を定期的に、あるいは CA が責任を負う証明書が失効したときに公開します。デ

フォルトでは、現在キャッシュされている CRL が失効すると、新しい CRL がダウンロードされます。

管理者は、CRL がルータのメモリにキャッシュされる時間を設定したり、CRL キャッシングを完全に

ディセーブルにしたりできます。CRL キャッシング設定は、トラストポイントに関連付けられたすべ

ての CRL に適用されます。

CRL が失効すると、ルータはキャッシュから CRL を削除します。証明書が検証用に表示されると、新

しい CRL がダウンロードされます。ただし、検証中の証明書を記載した新しいバージョンの CRL が
サーバ上にあるにもかかわらず、ルータがキャッシュ内の CRL を使用し続ける場合、ルータは証明書

が失効したことを認識しません。証明書は拒否されるはずのものでも、失効チェックに合格します。

CA は、証明書を発行すると、証明書にその CRL Distribution Point（CDP; CRL 配布ポイント）を含

めることができます。Cisco IOS クライアント デバイスは、CDP を使用して適切な CRL を見つけ、

ロードします。Cisco IOS クライアントは複数の CDP をサポートしますが、Cisco IOS CA は現在 1つ

の CDP しかサポートしません。ただし、サードパーティ ベンダー製の CA には、証明書ごとに複数の 
CDP または異なる CDP をサポートするものがあります。CDP が証明書に指定されていない場合、ク

ライアント デバイスは、デフォルトの Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）方式を使用し

て CRL を取得します（CDP の場所は、cdp-url コマンドを使用して指定できます）。

CRL を実装する際は、次の設計上の注意事項を考慮する必要があります。

• CRL ライフタイムと Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）および Internet 
Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）ライフタイム 

CRL ライフタイムにより、CA が CRL の更新を発行する時間間隔が決まります（デフォルト CRL 
ライフタイム値は 168 時間（1 週間）です。これは、lifetime crl コマンドで変更できます）。

• CDP の方式と場所

– この方式により、CRL の取得方法が決まり、この方式として、HTTP、Lightweight Directory 
Access Protocol（LDAP）、SCEP、または TFTP を選択できます。

も一般的に使用されている方式は、HTTP、TFTP、および LDAP です。Cisco IOS ソフト

ウェアでは、SCEP にデフォルト設定されていますが、CRL を使用して大容量のインストール

を実行する場合、HTTP CDP を推奨します。HTTP では高いスケーラビリティを実現できる

からです。

– この場所は、CRL の取得先を決定します。たとえば、サーバおよび CRL の取得先となるファ

イル パスを指定できます。
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失効チェック中にすべての CDP を照会

CDP サーバが要求に返答しない場合、Cisco IOS ソフトウェアはエラーを報告し、その結果、ピアの

証明書が拒否されることがあります。証明書に複数の CDP がある場合、証明書が拒否されないように

するために、Cisco IOS ソフトウェアは、証明書に表示されている順序で CDP を使用しようと試みま

す。ルータは、それぞれの CDP URL またはディレクトリ指定を使用して CRL を取得しようと試みま

す。ある CDP を使用してエラーが発生すると、次の CDP を使用して試行します。

（注） Cisco IOS Release 12.3(7)T 以前のリリースでは、証明書に 2 つ以上の CDP が含まれていても、Cisco 
IOS ソフトウェアは、CRL の取得を 1 回だけ試行します。

ヒント Cisco IOS ソフトウェアは、指示された CDP のいずれかから CRL を取得するためにあらゆる試行を行

いますが、CDP 応答の遅延によりアプリケーションのタイムアウトを避けるために、HTTP CDP サー

バを高速の冗長 HTTP サーバと併用することを推奨します。

OCSP とは

OCSP は、証明書の有効性を判別するために使用されるオンラインのメカニズムであり、失効メカニズ

ムとして次のような柔軟性を備えています。

• OCSP では、証明書ステータスをリアルタイムでチェックできます。

• OCSP を使用すると、ネットワーク管理者は、中央 OCSP サーバを指定でき、これにより、ネット

ワーク内のすべてのデバイスにサービスを提供できます。

• また、OCSP により、ネットワーク管理者は、クライアント証明書ごと、またはクライアント証明

書のグループごとに複数の OCSP サーバを柔軟に指定できます。

• OCSP サーバの検証は通常、ルート CA 証明書または有効な下位 CA 証明書に基づいて実行されま

すが、外部の CA 証明書または自己署名証明書を使用できるように設定することもできます。外部

の CA 証明書または自己署名証明書を使用すると、代替の PKI 階層から OCSP サーバ証明書を発

行し、有効にできます。

ネットワーク管理者は、さまざまな CA サーバから CRL を収集し、更新するように OCSP サーバを設

定できます。ネットワーク内のデバイスは、OCSP サーバに依存して、ピアごとに CRL を取得して

キャッシュすることなく証明書ステータスをチェックできます。ピアは、証明書の失効ステータスを

チェックする必要がある場合、OCSP 要求に関して疑わしい証明書のシリアル番号およびオプションの

固有識別情報（ナンス）を含む OCSP サーバにクエリーを送信します。OCSP サーバは、CRL のコ

ピーを保持して、CA がその証明書を無効として記載しているかどうか判別します。次に、サーバは、

ナンスを含むピアに応答します。応答のナンスが OCSP サーバからピアによって送信された元のナン

スと一致しない場合、応答は無効と見なされ、証明書の検証が失敗します。OCSP サーバとピア間の対

話での帯域幅の消費量は、ほとんどの場合、CRL ダウンロードより少なくなります。

OCSP サーバが CRL を使用する場合は、CRL 時間の制約事項が適用されます。つまり、追加の証明書

失効情報を含む CRL によって新しい CRL が発行されていても、まだ有効な CRL が OCSP サーバで使

用されることがあります。CRL 情報を定期的にダウンロードするデバイスが少なくなっているため、

CRL ライフタイム値を小さくするか、CRL をキャッシュしないように OCSP サーバを設定できます。

詳細は、OCSP サーバのマニュアルを参照してください。

OCSP サーバを使用する場合

PKI に次のいずれかの特性がある場合、CRL よりも OCSP の方が適している場合があります。
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• リアルタイムの証明書失効ステータスが必要。CRL が定期的にしか更新されず、必ずしも 新の 
CRL がクライアント デバイスでキャッシュされていない場合があります。たとえば、 新の CRL 
がまだクライアントにキャッシュされておらず、また、新たに無効にされた証明書がチェック中の

場合は、無効にされた証明書が失効チェックに合格します。

• 無効にされた大量の証明書または複数の CRL があります。大きな CRL をキャッシュすると、

Cisco IOS メモリの大部分が消費されてしまい、他のプロセスに使用できるリソースが減少するこ

とがあります。

• CRL が頻繁に失効するため、CDP は大量の CRL を処理します。

（注） Cisco IOS Release 12.4(9)T 以降では、管理者は、CRL キャッシングを完全にディセーブルにするか、

キャッシュされた CRL のトラストポイントごとに 大ライフタイムを設定することによって、CRL 
キャッシングを設定できます。

許可または失効用に証明書ベースの ACL を使用する場合

証明書には、指定された処理の実行をデバイスまたはユーザが許可されているかどうかの判別に使用さ

れるフィールドがいくつか含まれています。

証明書ベース ACL はデバイス上に設定されるため、大量の ACL を十分にスケーリングしません。た

だし、証明書ベースの ACL では、特定のデバイスの動作を非常に細かく制御できます。また、証明書

ベース ACL は追加機能で活用され、失効、許可、またはトラストポイントなどの PKI コンポーネント

を使用するタイミングを判別するのを助けます。証明書ベース ACL は全般的なメカニズムを提供して

おり、このメカニズムによりユーザは、許可または追加処理に対して有効になっている特定の証明書ま

たは証明書のグループを選択できます。

証明書ベース ACL では、証明書内の 1 つ以上のフィールドおよび指定された各フィールドで許可され

る値を指定します。証明書内でチェックする必要があるフィールドと、それらのフィールドで認められ

る値または認められない値を指定できます。

フィールドと値との比較には、6 つの論理テスト（Equal（等しい）、Not equal（等しくない）、

Contains（含む）、Less than（未満）、Does not contain（含まない）、Greater than or equal（以上））を

使用できます。1 つの証明書ベース ACL で複数のフィールドを指定した場合、その ACL と一致するに

は、ACL 内のすべてのフィールド条件に合致しなければなりません。同じ ACL 内で、同じフィールド

を複数回指定できます。複数の ACL を指定できます。一致するものが見つかるか、または ACL の処

理がすべて完了するまで、各 ACL が順に処理されます。

証明書ベース ACL を使用した失効チェックの無視

証明書ベース ACL を設定して、有効なピアの失効チェックおよび失効した証明書を無視するようルー

タに指示できます。したがって、指定基準を満たす証明書は、証明書の有効期間にかかわらず受け入れ

ることができます。また、証明書が指定基準を満たしている場合は失効チェックを実行する必要がなく

なります。AAA サーバとの通信が証明書で保護される場合にも、証明書ベース ACL を使用して失効

チェックを無視できます。

失効リストの無視 
トラストポイントが特定の証明書を除いて CRL を適用できるようにするには、skip revocation-check 
キーワードを指定して match certificate コマンドを入力します。このような適用は、スポークツース

ポークの直接接続も可能なハブアンドスポーク設定に も便利です。純粋なハブアンドスポーク設定で

は、すべてのスポークはハブだけに接続するので、CRL チェックはハブ上だけで済みます。スポーク

が別のスポークと直接通信する場合、ネイバー ピア証明書に対して、各スポーク上で CRL を要求する

代わりに、skip revocation-check キーワードを指定して match certificate コマンドを使用できます。
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失効した証明書の無視 
失効した証明書を無視するようにルータを設定するには、allow expired-certificate キーワードを指定

して match certificate コマンドを入力します。このコマンドには、次のような目的があります。

• このコマンドは、ピアの証明書が失効した場合にピアが新しい証明書を取得するまで、失効した証

明書を「許可する」ために使用できます。

• ルータ クロックがまだ正しい時間に設定されていない場合、クロックが設定されるまで、ピアの

証明書はまだ有効ではないものとして表示されます。このコマンドは、ルータ クロックが未設定

であっても、ピアの証明書を許可する場合に使用できます。

（注） • Network Time Protocol（NTP; ネットワーク タイム プロトコル）が IPSec 接続だけで（通常、ハ

ブアンドスポーク設定のハブによって）利用可能な場合は、ルータ クロックを絶対に設定できま

せん。ハブの証明書がまだ有効でないため、ハブへのトンネルを「アップ」状態にできません。

• 「失効」とは、失効している証明書またはまだ有効ではない証明書の総称です。証明書には、開始

時刻と終了時刻が指定されます。ACL を目的とした、失効証明書は、ルータの現在時刻が証明書

で指定された開始および終了時刻の範囲外の証明書です。

証明書の AAA チェックのスキップ

AAA サーバとの通信が証明書で保護され、証明書の AAA チェックをスキップする場合は、skip 
authorization-check キーワードを指定して match certificate コマンドを使用します。たとえば、すべ

ての AAA トラフィックが Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）ト

ンネルを通過するように設定され、このトンネルが証明書で保護されている場合は、skip 
authorization-check キーワードを指定して match certificate コマンドを使用すると、証明書チェック

をスキップしてトンネルを確立できます。

AAA サーバとの PKI 統合が設定されると、match certificate コマンドと skip authorization-check 
キーワードを設定する必要があります。

（注） AAA サーバが IPSec 接続によってのみ使用可能な場合は、IPSec 接続が確立されるまで AAA サーバ

とは通信できません。AAA サーバの証明書がまだ有効でないため、IPSec 接続を「アップ」状態にで

きません。

PKI 証明書チェーンの検証

証明書チェーンにより、ピア証明書からルート CA 証明書までの、一連の信頼できる証明書を確立しま

す。階層型 PKI 内では、登録されているすべてのピアが信頼できるルート CA 証明書または共通の下

位 CA を共有している場合、証明書を相互に検証できます。各 CA が 1 つのトラストポイントに対応し

ます。

証明書チェーンをピアから受信すると、 初の信頼できる証明書またはトラストポイントに到達するま

で、証明書チェーン パスのデフォルト処理が続けられます。Cisco IOS Release 12.4(6) T 以降のリリー

スでは、管理者は、下位 CA 証明書を含むすべての証明書における証明書チェーンの処理レベルを設定

できます。

証明書チェーンの処理レベルを設定すると、信頼できる証明書の再認証、信頼できる証明書チェーンの

延長、および欠落のある証明書チェーンの補完が可能になります。
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信頼できる証明書の再認証

このデフォルト動作でルータは、チェーンを検証する前に、ピアによって送信された証明書チェーンか

ら任意の信頼できる証明書を削除します。管理者は証明書チェーン パス処理を設定して、チェーン検

証の前にすでに信頼されている CA 証明書をルータが削除しないようにできます。そのため、チェーン

内のすべての証明書は現在のセッションに対して再度認証されます。

信頼できる証明書チェーンの延長

このデフォルト動作でルータは、ピアによって送信された証明書チェーンに欠落している証明書がある

場合、その信頼できる証明書を使用して証明書チェーンを延長します。ルータが検証するのは、ピアに

よって送信されたチェーンの証明書だけです。管理者は証明書チェーン パス処理を設定して、ピアの証

明書チェーンの証明書およびルータの信頼できる証明書を、指定したポイントに対して有効にできます。

証明書チェーンの欠落の補完

管理者は証明書チェーン処理を設定して、設定済みの Cisco IOS トラストポイント階層に欠落がある場

合、ピアによって送信された証明書を使用して証明書のセットを有効にできます。

（注） 親検証を要求するようにトラストポイントが設定され、ピアが完全な証明書チェーンを提示しない場

合、欠落を補完できないため証明書チェーンは拒否され、無効になります。

（注） 親検証を要求するようにトラストポイントが設定されていて、設定済みの親トラストポイントがない場

合は、設定エラーです。発生する証明書チェーンの欠落を補完できず、下位 CA 証明書を有効にできま

せん。この証明書チェーンは無効です。

ハイ アベイラビリティのサポート

証明書サーバへのハイ アベイラビリティのサポートは、次の方法で実現します。

• 取り消しコマンドのスタンバイ証明書サーバとの同期 

• 証明書の新規発行時のシリアル番号コマンドの送信 

スタンバイ証明書サーバがアクティブになると、証明書と CRL を発行する手段の準備が完了します。

ハイ アベイラビリティのサポートをさらに高めるには、スタンバイとの次の同期を行います。

• 証明書サーバ設定 

• 保留中の要求

• コマンドの許可と拒否 

• 設定の同期がサポートされないボックスツーボックスのハイ アベイラビリティのためには、基本

設定の同期メカニズムが冗長性機能上で動作します。

• トラストポイント設定同期のサポート 

PKI に対して証明書の許可および失効を設定する方法
ここでは、次の各手順について説明します。

• 「AAA サーバとの PKI 統合の設定」（P.10）（必須）

• 「PKI 証明書ステータス チェックの失効メカニズムの設定」（P.13）（必須）
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• 「証明書の許可および失効の設定」（P.15）（必須）

• 「証明書チェーンの設定」（P.24）（必須）

• 「証明書サーバのハイ アベイラビリティの設定」（P.25）

AAA サーバとの PKI 統合の設定

ピアによって提出された証明書から AAA ユーザ名を生成し、証明書内で AAA データベース ユーザ名

の作成に使用するフィールドを指定するには、次の作業を実行します。

PKI 許可用に所有者名全体を使用する際の制約事項 

authorization username コマンドで所有者名として all キーワードを使用する際に、次の制約事項を考

慮する必要があります。

• 一部の AAA サーバでは、ユーザ名の長さが制限されます（たとえば、64 文字まで）。その結果、

証明書の全体の所有者名は、サーバの制約条件より長くできません。

• 一部の AAA サーバでは、ユーザ名に使用できる文字セットが制限されます（たとえば、スペース 
（ ）および等号（=）を使用できない場合があります）。このような文字セットの制限がある AAA 
サーバでは、all キーワードを使用できません。

• トラストポイント設定の subject-name コマンドは、必ずしも 終の AAA 所有者名とはかぎりま

せん。証明書要求に Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメイン名）、シリアル番号、

またはルータの IP アドレスが含まれている場合は、発行された証明書の所有者名フィールドにも

これらのコンポーネントが含まれます。コンポーネントをオフにするには、fqdn、
serial-number、および ip-address の各コマンドに none キーワードを使用します。

• CA サーバが証明書を発行すると、CA サーバは、要求した所有者名フィールドを変更することが

あります。たとえば、一部のベンダー製の CA サーバは、要求した所有者名の Relative 
Distinguished name（RDN; 相対識別名）を CN、OU、O、L、ST、C の順に変更します。ただし、

別の CA サーバが、設定された LDAP ディレクトリ ルート（例えば、O=cisco.com）を要求され

た所有者名の末尾に付加する場合があります。

• 証明書の表示用に選択するツールによっては、所有者名の RDN の印刷順序が異なることがありま

す。Cisco IOS ソフトウェアでは、重要度が 低の RDN を先頭に表示しますが、Open Source 
Secure Socket Layer（OpenSSL）などの、他のソフトウェアでは、重要度が 高の RDN を先頭に

表示します。したがって、完全な識別名（DN）（所有者名）を持つ AAA サーバを対応するユーザ

名として設定する場合は、Cisco IOS ソフトウェア スタイル（つまり、重要度が 低の RDN を先

頭に表示）が使用されていることを確認してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. aaa new-model

4. aaa authorization network listname [method]

5. crypto pki trustpoint name

6. enrollment url url

7. revocation-check method

8. exit
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9. authorization username {subjectname subjectname} 

10. authorization list listname 

11. tacacs-server host hostname [key string] 

または 

radius-server host hostname [key string] 

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 aaa new-model

例：
Router(config)# aaa new-model

AAA アクセス コントロール モデルをイネーブルにします。

ステップ 4 aaa authorization network listname [method]

例：
Router (config)# aaa authorization network 
maxaaa group tacacs+

ネットワークへのユーザ アクセスを制限するパラメータを

設定します。

• method：group radius、group tacacs+、または 
group group-name を指定できます。

ステップ 5 crypto pki trustpoint name

例：
Route (config)# crypto pki trustpoint msca

トラストポイントおよび設定された名前を宣言して、CA 
トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 6 enrollment url url

例：
Router (ca-trustpoint)# enrollment url 
http://caserver.myexample.com

CA の登録パラメータを指定します。

• url 引数は、ルータが証明書要求を送信する CA の 
URL です。

ステップ 7 revocation-check method

例：
Router (ca-trustpoint)# revocation-check crl 

（任意）証明書の失効ステータスをチェックします。

ステップ 8 exit

例：
Router (ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り

ます。
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トラブルシューティングのヒント

CA とルータ間のインタラクションのトレース（メッセージ タイプ）に関するデバッグ メッセージを

表示するには、debug crypto pki transactions コマンドを使用します（サンプル出力を参照してくだ

さい。ここでは、AAA サーバ交換との成功した PKI 統合、および AAA サーバ交換との失敗した PKI 
統合を示します）。

成功した交換

Router# debug crypto pki transactions

ステップ 9 authorization username {subjectname 
subjectname} 

例：
Router (config)# authorization username 
subjectname serialnumber

AAA ユーザ名の構築に使用する異なる証明書フィールド

のパラメータを設定します。

subjectname 引数には、次のいずれかを指定できます。

• all：証明書の識別名（所有者名）全体 

• commonname：証明書の通常名

• country：証明書の国

• email：証明書の E メール

• ipaddress：証明書の IP アドレス

• locality：証明書の地域

• organization：証明書の組織

• organizationalunit：証明書の組織単位

• postalcode：証明書の郵便番号 

• serialnumber：証明書のシリアル番号

• state：証明書の州フィールド

• streetaddress：証明書の所在地

• title：証明書のタイトル

• unstructuredname：証明書の非公式名

ステップ 10 authorization list listname 

例：
Route (config)# authorization list maxaaa

AAA 認可リストを指定します。

ステップ 11 tacacs-server host hostname [key string] 

例：
Router(config)# tacacs-server host 192.0.2.2 
key a_secret_key 

または 

radius-server host hostname [key string]

例：
Router(config)# radius-server host 192.0.2.1 
key another_secret_key 

TACACS+ ホストを指定します。

または

RADIUS ホストを指定します。

コマンドまたはアクション 目的
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Apr 22 23:15:03.695: CRYPTO_PKI: Found a issuer match
Apr 22 23:15:03.955: CRYPTO_PKI: cert revocation status unknown.
Apr 22 23:15:03.955: CRYPTO_PKI: Certificate validated without revocation check

「CRYPTO_PKI_AAA」と表示されている各行は、AAA 認可チェックの状態を示します。各 AAA AV 
ペアが示され、認可チェックの結果が表示されます。

Apr 22 23:15:04.019: CRYPTO_PKI_AAA: checking AAA authorization (ipsecca_script_aaalist, 
PKIAAA-L, <all>)
Apr 22 23:15:04.503: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-application" = "all")
Apr 22 23:15:04.503: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-trustpoint" = "CA1")
Apr 22 23:15:04.503: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-serial" = "15DE")
Apr 22 23:15:04.503: CRYPTO_PKI_AAA: authorization passed
Apr 22 23:12:30.327: CRYPTO_PKI: Found a issuer match

失敗した交換

Router# debug crypto pki transactions

Apr 22 23:11:13.703: CRYPTO_PKI_AAA: checking AAA authorization =
Apr 22 23:11:14.203: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-application" = “all”)
Apr 22 23:11:14.203: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-trustpoint"= “CA1”)
Apr 22 23:11:14.203: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-serial" = “233D”)
Apr 22 23:11:14.203: CRYPTO_PKI_AAA: parsed cert-lifetime-end as: 21:30:00
Apr 22 23:11:14.203: CRYPTO_PKI_AAA: timezone specific extended
Apr 22 23:11:14.203: CRYPTO_PKI_AAA: cert-lifetime-end is expired
Apr 22 23:11:14.203: CRYPTO_PKI_AAA: cert-lifetime-end check failed.
Apr 22 23:11:14.203: CRYPTO_PKI_AAA: authorization failed

上記の失敗した交換では、証明書が失効しています。

PKI 証明書ステータス チェックの失効メカニズムの設定

証明書失効メカニズム（CRL または OCSP）として CRL を設定し、PKI の証明書のステータスを

チェックするには、次の作業を実行します。

revocation-check コマンド

revocation-check コマンドを使用し、ピアの証明書が無効にされていないことを確認するために使用

する方式（OCSP、CRL、または失効チェックのスキップ）を少なくとも 1 つ指定します。複数の方式

を指定する場合、方式を適用する順序は、このコマンドで指定した順序になります。

ルータに適用可能な CRL がなく、いずれの CRL も取得できない場合、あるいは OCSP サーバがエ

ラーを返す場合、設定に none キーワードを含めないかぎり、ルータはピアの証明書を拒否します。

none キーワードを設定した場合、失効チェックは実行されず、証明書は常に受け入れられます。

OCSP サーバとのナンスおよびピア通信

OCSP を使用すると、OCSP サーバとのピア通信時に、OCSP 要求に関するナンス（固有識別情報）が

デフォルトで送信されます。ナンスを使用することにより、ピアと OCSP サーバ間にセキュアで信頼

性の高い通信チャネルが確立されます。

OCSP サーバがナンスをサポートしていない場合は、ナンスの送信をディセーブルにできます。詳細

は、OCSP サーバのマニュアルを参照してください。
13
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前提条件

• クライアント証明書を発行する前に、サーバで適切な設定（CDP の設定など）を行う必要があり

ます。

• OCSP サーバから CA サーバの失効ステータスを返すように設定するときは、CA サーバが発行し

た OCSP 応答署名証明書を OCSP サーバに設定する必要があります。署名証明書が正しいフォー

マットであることを確認してください。署名証明書のフォーマットが正しくない場合、ルータは、

OCSP 応答を受理しません。詳細については、OCSP のマニュアルを参照してください。

制約事項

• OCSP は、HTTP を使用してメッセージを転送するので、OCSP サーバにアクセスする際に遅延が

発生する場合があります。

• OCSP サーバが、失効ステータスのチェックを通常の CRL 処理に依存している場合、CRL の遅延

は OCSP にも適用されます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. ocsp url url 

5. revocation-check method1 [method2 [method3]]

6. ocsp disable-nonce

7. exit

8. exit

9. show crypto pki certificates 

10. show crypto pki trustpoints [status | label [status]]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint hazel

トラストポイントおよび設定された名前を宣言して、CA 
トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始

します。
14
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証明書の許可および失効の設定

証明書ベース ACL の指定、失効チェックまたは失効した証明書の無視、手動によるデフォルトの CDP 
の場所の上書き、手動による OCSP サーバ設定の上書き、CRL キャッシングの設定、あるいは証明書シ

リアル番号に基づくセッションの受理 /拒否の設定を行うには、必要に応じて次の作業を実行します。

ステップ 4 ocsp url url 

例：
Router(ca-trustpoint)# ocsp url 
http://ocsp-server

（任意）OCSP サーバの URL を指定して、トラストポイン

トが証明書ステータスをチェックできるようにします。こ

の URL によって、証明書の Authority Info Access（AIA）

拡張部に指定されている OCSP サーバの URL（存在する

場合）が上書きされます。

ステップ 5 revocation-check method1 [method2 [method3]]

例：
Router(ca-trustpoint)# revocation-check ocsp 
none

証明書の失効ステータスをチェックします。

• crl：証明書チェックが CRL によって実行されます。

これがデフォルトのオプションです。

• none：証明書のチェックを無視します。

• ocsp：OCSP サーバによって証明書をチェックします。

2 番目と 3 番目の方法を指定した場合、各方法はその直前

の方法でエラーが返された場合（サーバがダウンしている

場合など）にだけ使用されます。

ステップ 6 ocsp disable-nonce

例：
Router(ca-trustpoint)# ocsp disable-nonce

（任意）OCSP サーバとピアが通信するときに、ナンス

（OCSP 要求に関する固有識別情報）が送信されないよう

に指定します。

ステップ 7 exit

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 8 exit

例：
Router(config)# exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 9 show crypto pki certificates

例：
Router# show crypto pki certificates

（任意）証明書に関する情報を表示します。

ステップ 10 show crypto pki trustpoints [status | label 
[status]] 

例：
Router# show crypto pki trustpoints

ルータに設定されているトラストポイントに関する情報を

表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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失効チェックを無視するように証明書ベース ACL を設定 

証明書ベース ACL を使用して、失効チェックおよび失効証明書を無視するようにルータを設定するに

は、次の手順を実行します。

• 既存のトラストポイントの識別またはピアの証明書の検証に使用される新しいトラストポイントを

作成します。トラストポイントがまだ認証されていない場合は、認証してください。必要に応じ

て、ルータをこのトラストポイントに登録できます。match certificate コマンドと skip 
revocation-check キーワードを使用する場合は、トラストポイントにオプションの CRL を設定し

ないでください。

• 証明書自体の CRL をチェックする必要がない証明書の固有の特性と、許可する必要がある失効証

明書の固有の特性を判別します。

• 前のステップで確認した特性と一致する証明書マップを定義します。

• match certificate コマンド、skip revocation-check キーワード、match certificate コマンドおよ

び allow expired-certificate キーワードを 初のステップで作成または確認したトラストポイント

に追加できます。

（注） 証明書マップは、ピアの公開キーがキャッシュされている場合でも確認されます。たとえば、ピアに

よって公開キーがキャッシュされており、証明書マップがトラストポイントに追加されて証明書が禁止

されると、証明書マップが有効になります。これにより、過去に一度接続され、現在は禁止されている

証明書を持つクライアントが再接続することを防ぎます。

証明書内の CDP の手動による上書き

ユーザは、手動で設定した CDP で証明書内の CDP を上書きできます。証明書の CDP の手動による上

書きは、特定のサーバが長時間利用できない場合に便利です。元の CDP を含む証明書のすべてを再発

行しなくても、証明書の CDP を URL またはディレクトリ指定に置き換えることができます。

手動による証明書の OCSP サーバ設定の上書き

管理者は、ocsp url コマンドを発行して、クライアント証明書の Authority Information Access（AIA）

フィールドに指定されている OCSP サーバの設定値を上書きまたは設定できます。match certificate 
override ocsp コマンドを使用すると、複数の OCSP サーバをクライアント証明書ごとに、またはクラ

イアント証明書のグループごとに手動で指定できます。失効チェック時にクライアント証明書が証明書

マップに正常に照合された場合、match certificate override ocsp コマンドを発行すると、クライアン

ト証明書 AIA フィールドまたは ocsp url コマンド設定が上書きされます。

（注） 1 つのクライアント証明書には、OCSP サーバを 1 つだけ指定できます。

CRL キャッシュ コントロールの設定

デフォルトでは、現在キャッシュされている CRL が失効すると、新しい CRL がダウンロードされま

す。管理者は、crl cache delete-after コマンドを発行して、CRL がキャッシュに保持される 大時間

（分単位）を設定するか、crl cache none コマンドを発行して CRL キャッシュをディセーブルにできま

す。指定できるのは、crl-cache delete-after コマンドまたは crl-cache none コマンドだけです。トラ

ストポイントに両方のコマンドを入力した場合は、後に実行されたコマンドが有効になり、メッセージ

が表示されます。
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crl-cache none コマンドまたは crl-cache delete-after コマンドのいずれを実行しても現在キャッシュ

されている CRL に影響はありません。crl-cache none コマンドを設定した場合、このコマンドを発行

すると、ダウンロードされたすべての CRL はキャッシュされません。crl-cache delete-after コマンド

を設定した場合、このコマンドの発行後に設定されたライフタイムだけがダウンロードされた CRL に
影響します。

この機能は、CA が失効日を指定せずに CRL を発行する場合、あるいは失効日が数日後または数週間

後に迫っている場合に役立ちます。

証明書のシリアル番号セッション コントロールの設定

証明書検証要求がセッションのトラストポイントによって受け入れられる、または拒否されるように証

明書シリアル番号を指定できます。証明書のシリアル番号セッション コントロールによっては、証明

書がまだ有効であっても、セッションが拒否される場合があります。証明書のシリアル番号セッション 
コントロールは、erial-number フィールドを持つ証明書マップまたは cert-serial-not コマンドを使用

する AAA アトリビュートのいずれかを使用して設定できます。

セッション コントロールに証明書マップを使用すると、管理者は、1 つの証明書シリアル番号を指定で

きます。AAA アトリビュートを使用すると、管理者は、セッション コントロールに証明書シリアル番

号を指定できます。

前提条件

• 証明書マップをトラストポイントに関連付ける前に、トラストポイントを定義し、認証する必要が

あります。

• CDP オーバライド機能をイネーブルにする、または serial-number コマンドを発行する前に 、証

明書マップを設定する必要があります。

• PKI および AAA サーバ統合を正常に完了して、「証明書ステータスのための PKI と AAA サーバ

の統合」の手順に従って AAA アトリビュートを使用する必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki certificate map label sequence-number

4. field-name match-criteria match-value

5. exit

6. crypto pki trustpoint name

7. crl-cache none 

または

crl-cache delete-after time

8. match certificate certificate-map-label [allow expired-certificate | skip revocation-check | 
skip authorization-check]

9. match certificate certificate-map-label override cdp {url | directory} string

10. match certificate certificate-map-label override ocsp [trustpoint trustpoint-label] 
sequence-number url ocsp-url

11. exit
17



PKI での証明書の許可および失効の設定

  PKI に対して証明書の許可および失効を設定する方法
12. aaa new-model

13. aaa attribute list list-name

14. attribute type {name} {label}

15. exit

16. exit

17. show crypto pki certificates

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki certificate map label 
sequence-number

例：
Router(config)# crypto pki certificate map 
Group 10

証明書において、一致する必要がある値または一致する必

要がない値を定義し、CA 証明書マップ コンフィギュレー

ション モードを開始します。
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ステップ 4 field-name match-criteria match-value

例：
Router(ca-certificate-map)# subject-name co 
MyExample

1 つまたは複数の証明書フィールドと、これらのフィール

ドの一致基準および照合する値を指定します。

field-name には、次のいずれかの名前文字列（大文字と小

文字を区別しない）または日付を指定します。

• alt-subject-name

• expires-on 

• issuer-name 

• name 

• serial-number

• subject-name

• unstructured-subject-name 

• valid-start 

（注） 日付フィールドのフォーマットは、dd mm yyyy 
hh:mm:ss または mmm dd yyyy hh:mm:ss です。

match-criteria には、次の論理演算子のいずれかを指定し

ます。

• co：含む（名前およびシリアル番号フィールドでのみ

有効）

• eq：等しい（名前、シリアル番号、および日付フィー

ルドで有効）

• ge：以上（日付フィールドでのみ有効）

• lt：未満（日付フィールドでのみ有効）

• nc：含まない（名前およびシリアル番号フィールドで

のみ有効）

• ne：等しくない（名前、シリアル番号、および日付

フィールドで有効）

match-value は、match-criteria で割り当てられた論理演算

子を使用してテストする名前または日付です。

（注） このコマンドは、証明書ベース ACL を設定する場

合にだけ使用し、失効チェックまたは失効した証

明書を無視するように証明書ベース ACL を設定す

る場合には使用しないでください。

ステップ 5 exit

例：
Router(ca-certificate-map)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 6 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint Access2

トラストポイントおよび設定された名前を宣言して、CA 
トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始

します。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 7 crl-cache none

例：
Router(ca-trustpoint)# crl-cache none

または

crl-cache delete-after time

例：
Router(ca-trustpoint)# crl-cache delete-after 
20

（任意）トラストポイントに関連付けられたすべての CRL 
の CRL キャッシングを完全にディセーブルにします。

crl-cache none コマンドを実行しても、現在キャッシュさ

れている CRL に影響はありません。このコマンドが設定

された後にダウンロードされるすべての CRL は、キャッ

シュされません。

（任意）トラストポイントに関連付けられたすべての CRL 
に関して、CRL がキャッシュに保持される 大時間を指定

します。

• time：CRL が削除されるまでの時間（分単位）。

crl-cache delete-after コマンドを実行しても、現在キャッ

シュされている CRL に影響はありません。設定されたラ

イフタイムは、このコマンドが設定された後にダウンロー

ドされた CRL だけに影響します。

ステップ 8 match certificate certificate-map-label [allow 
expired-certificate | skip revocation-check | 
skip authorization-check]

例：
Router(ca-trustpoint)# match certificate Group 
skip revocation-check

（任意）証明書ベース ACL（crypto pki certificate map コ
マンドによって定義されている）をトラストポイントに関

連付けます。

• certificate-map-label： crypto pki certificate map コ
マンドで指定された label 引数と一致する必要があり

ます。

• allow expired-certificate：失効した証明書を無視しま

す。

• skip revocation-check：トラストポイントが、特定の

証明書を除く CRL を適用できるようにします。

• skip authorization-check：AAA サーバとの PKI 統合

を設定すると、証明書の AAA チェックをスキップし

ます。

ステップ 9 match certificate certificate-map-label 
override cdp {url | directory} string 

例：
Router(ca-trustpoint)# match certificate 
Group1 override cdp url 
http://server.cisco.com 

（任意）URL またはディレクトリが指定された証明書の、

既存の CDP エントリを手動で上書きします。

• certificate-map-label：事前に定義された crypto pki 
certificate map コマンドに指定された label 引数と一

致する必要があるユーザ指定ラベル。

• url：証明書の CDP が HTTP または LDAP URL で上

書きされるように指定します。

• directory：証明書の CDP が LDAP ディレクトリ指定

で上書きされるように指定します。

• string：URL またはディレクトリ指定。

（注） 一部のアプリケーションは、すべての CDP が試行

される前にタイムアウトすることがあり、エラー 
メッセージで報告します。エラー メッセージは

ルータに影響を及ぼしません。また、Cisco IOS ソ
フトウェアは、すべての CDP が試行されるまで 
CRL の取得を続行します。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 10 match certificate certificate-map-label 
override ocsp [trustpoint trustpoint-label] 
sequence-number url ocsp-url

例：
Router(ca-trustpoint)# match certificate 
mycertmapname override ocsp trustpoint mytp 15 
url http://192.0.2.2

（任意）OCSP サーバをクライアント証明書ごとに、また

はクライアント証明書のグループごとに指定し、複数回発

行して、追加の OCSP サーバおよびクライアント証明書の

設定（代替の PKI 階層を含む）を指定できます。

• certificate-map-label：既存の証明書マップ名。

• trustpoint：OCSP サーバ証明書を検証するときに使

用されるトラストポイント。

• sequence-number：match certificate override ocsp コ
マンド文を検証対象の証明書に適用する順序。照合が

低のシーケンス番号から 高のシーケンス番号に実

行されます。同じシーケンス番号で複数のコマンドを

発行すると、前の OCSP サーバ オーバライド設定が上

書きされます。

• url：OCSP サーバの URL。

証明書が設定された証明書マップと一致すると、クライア

ント証明書の AIA フィールドおよび以前に発行された 
ocsp url コマンド設定値は、指定された OCSP サーバで上

書きされます。

マップベースの一致が発生しない場合、引き続き次の 2 つ
のケースがクライアント証明書に適用されます。

• OCSP を失効方法として指定すると、AIA フィールド

値がクライアント証明書に引き続き適用されます。

• ocsp url 設定が存在する場合は、ocsp url 設定が引き

続きクライアント証明書に適用されます。

ステップ 11 exit

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 12 aaa new-model

例：
Router(config)# aaa new-model

（任意）AAA アクセス コントロール モデルをイネーブル

にします。

ステップ 13 aaa attribute list list-name

例：
Router(config)# aaa attribute list crl

（任意）ルータにローカルで AAA アトリビュート リスト

を定義し、config-attr-list コンフィギュレーション モード

を開始します。

コマンドまたはアクション 目的
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例

次に、サンプル証明書を示します。OCSP 関連の拡張子は感嘆符を使用して示されます。

Certificate:
        Data:
            Version: v3
            Serial Number:0x14
            Signature Algorithm:MD5withRSA - 1.2.840.113549.1.1.4
            Issuer:CN=CA server,OU=PKI,O=Cisco Systems
            Validity:
                Not Before:Thursday, August 8, 2002 4:38:05 PM PST
                Not After:Tuesday, August 7, 2003 4:38:05 PM PST
            Subject:CN=OCSP server,OU=PKI,O=Cisco Systems

Subject Public Key Info:
                Algorithm:RSA - 1.2.840.113549.1.1.1
                Public Key:
                    Exponent:65537
                    Public Key Modulus:(1024 bits) :
                        <snip>

            Extensions:
                Identifier:Subject Key Identifier - 2.5.29.14
                    Critical:no 
                    Key Identifier:
                        <snip>

ステップ 14 attribute type {name}{value}

例：
Router(config-attr-list)# attribute type 
cert-serial-not 6C4A

（任意）ルータの AAA アトリビュート リストにローカル

に追加される AAA アトリビュート タイプを定義します。

証明書のシリアル番号セッション コントロールを設定する

ために、管理者は、value フィールドの特定の証明書を、

name が cert-serial-not に設定されているシリアル番号に

基づき受け入れるか、拒否するか指定できます。証明書の

シリアル番号がアトリビュート タイプ設定で指定されたシ

リアル番号と一致した場合、証明書は拒否されます。

使用可能な AAA アトリビュート タイプのリストを表示す

るには、show aaa attributes コマンドを実行してください。

ステップ 15 exit

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

例：
Router(config-attr-list)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 16 exit

例：
Router(config)# exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 17 show crypto pki certificates 

例：
Router# show crypto pki certificates

（任意）CA 証明書が認証されたら、ルータにインストール

された証明書のコンポーネントを表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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                Identifier:Authority Key Identifier - 2.5.29.35
                    Critical:no 
                    Key Identifier:
                        <snip>

! Identifier:OCSP NoCheck:- 1.3.6.1.5.5.7.48.1.5
Critical:no 

Identifier:Extended Key Usage:- 2.5.29.37
Critical:no 
Extended Key Usage:
OCSPSigning

!
                Identifier:CRL Distribution Points - 2.5.29.31
                    Critical:no 
                    Number of Points:1
                    Point 0
                        Distribution Point:
[URIName:ldap://CA-server/CN=CA server,OU=PKI,O=Cisco Systems]
        Signature:
            Algorithm:MD5withRSA - 1.2.840.113549.1.1.4
            Signature:

<snip>

次の例は、既存のシーケンスの先頭に match certificate override ocsp コマンド を追加したときの実

行コンフィギュレーション出力の抜粋を示します。

match certificate map3 override ocsp 5 url http://192.0.2.3/
show running-configuration 
.
.
.

match certificate map3 override ocsp 5 url http://192.0.2.3/ 
match certificate map1 override ocsp 10 url http://192.0.2.1/ 
match certificate map2 override ocsp 15 url http://192.0.2.2/

次の例は、既存の match certificate override ocsp コマンドが置き換えられ、トラストポイントが代替

の PKI 階層を使用するように指定された場合の 、実行コンフィギュレーション出力の抜粋を示します。

match certificate map4 override ocsp trustpoint tp4 10 url http://192.0.2.4/newvalue
show running-configuration
.
.
.

match certificate map3 override ocsp trustpoint tp3 5 url http://192.0.2.3/ 
match certificate map1 override ocsp trustpoint tp1 10 url http://192.0.2.1/ 
match certificate map4 override ocsp trustpoint tp4 10 url 

http://192.0.2.4/newvalue 
match certificate map2 override ocsp trustpoint tp2 15 url http://192.0.2.2/ 

トラブルシューティングのヒント

失効チェックまたは失効した証明書を無視した場合は、慎重に設定を確認する必要があります。証明書

マップが、当該の証明書または許可する証明書、あるいはスキップする AAA チェックのいずれかと適

切に一致していることを確認してください。管理された環境で、証明書マップを変更して想定どおりに

機能していないものを判別します。
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証明書チェーンの設定

ピア証明書の証明書チェーン パスに処理レベルを設定するには、次の作業を実行します。

前提条件

• デバイスを PKI 階層に登録する必要があります。

• 適切なキー ペアを証明書に関連付ける必要があります。

制約事項

• ルート CA に関連付けられたトラストポイントは、次のレベルに対して有効になるように設定でき

ません。

chain-validation コマンドは、ルート CA に関連付けられたトラストポイントに対して continue 
キーワードとともに設定します。エラー メッセージが表示され、チェーン検証はデフォルトの 
chain-validation コマンド設定に戻ります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. chain-validation [{stop | continue} [parent-trustpoint]]

5. exit

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint ca-sub1

トラストポイントおよび設定された名前を宣言して、CA 
トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始

します。
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証明書サーバのハイ アベイラビリティの設定

取り消しコマンドを同期させ、新しい証明書を発行するときにシリアル番号コマンドを送信するように

証明書サーバを設定し、アクティブになった場合に証明書と CRL を発行できるように、スタンバイ証

明書サーバを準備することができます。

前提条件

証明書サーバのハイ アベイラビリティを確保するには、次の条件を満たす必要があります。

• IPsec 保護された SCTP は、アクティブ ルータとスタンバイ ルータの両方で設定する必要がありま

す。

• 同期を機能させるには、SCTP を設定した後に、証明書サーバの冗長性モードを 
ACTIVE/STANDBY に設定する必要があります。

この項目は次のサブ項目から構成されます。

• 「アクティブおよびスタンバイ証明書サーバでの SCTP の設定」（P.25）（必須）

• 「証明書サーバの冗長性モードの ACTIVE/STANDBY の設定」（P.27）（必須）

• 「アクティブ証明書サーバとスタンバイ証明書サーバの同期」（P.29）（必須）

アクティブおよびスタンバイ証明書サーバでの SCTP の設定 

この作業は、アクティブおよびスタンバイの両方の証明書サーバで SCTP を設定するためにアクティ

ブ ルータで実行します。

手順の概要

1. configure terminal

2. ipc zone default 

3. association association-ID

4. no shutdown 

ステップ 4 chain-validation [{stop | continue} 
[parent-trustpoint]]

例：
Router(ca-trustpoint)# chain-validation 
continue ca-sub1

証明書チェーンが、すべての証明書（下位 CA 証明書を含

む）で処理されるレベルを設定します。

• stop キーワードを使用して、証明書がすでに信頼でき

ることを明示します。これがデフォルトの設定です。

• continue キーワードを使用して、トラストポイントに

関連付けられた下位 CA 証明書を有効にする必要があ

ることを明示します。

• parent-trustpoint 引数は、証明書を照合する必要があ

る親トラストポイント名を指定します。

ステップ 5 exit

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

コマンドまたはアクション 目的
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5. protocol sctp

6. local-port local-port-number

7. local-ip device-real-ip-address [device-real-ip-address2] 

8. exit

9. remote-port remote-port-number

10. remote-ip peer-real-ip-address 

11. スタンバイ ルータに対してステップ 1 ～ 10 を繰り返し、ステップ 7 とステップ 10 で指定した

ローカル ピアおよびリモート ピアの IP アドレスを逆にします。

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 2 ipc zone default

例：
Router(config)# ipc zone default

デバイス内通信プロトコルである、Inter-Process 
Communication（IPC）を設定し、IPC ゾーン コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

このコマンドを使用して、アクティブ ルータとスタンバイ 
ルータとの間の通信リンクを開始します。

ステップ 3 association association-ID

例：
Router(config-ipczone)# association 1

2 つのデバイス間におけるアソシエーションを設定し、

IPC アソシエーション コンフィギュレーション モードを開

始します。

ステップ 4 no shutdown 

例：
Router(config-ipczone-assoc)# no shutdown 

サーバ アソシエーションがデフォルトの状態（イネーブ

ル）であることを確認します。

ステップ 5 protocol sctp

例：
Router(config-ipczone-assoc)# protocol sctp

SCTP をトランスポート プロトコルとして設定し、SCTP 
プロトコル コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 6 local-port local-port-number

例：
Router(config-ipc-protocol-sctp)# local-port 
5000

冗長ピアとの通信に使用されるローカル SCTP ポート番号

を定義して、IPC トランスポート SCTP ローカル コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

• local-port-number：デフォルト値は存在しません。デ

バイス内の冗長性をイネーブルにするには、この引数

によってローカル ポートの設定を行う必要がありま

す。有効なポート値：1 ～ 65535。
ローカル ポート番号は、ピア ルータ上のリモート 
ポート番号と同じにする必要があります。
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証明書サーバの冗長性モードの ACTIVE/STANDBY の設定

この作業は、証明書サーバの冗長性モードを ACTIVE/STANBY に設定することで、同期をイネーブル

にするためにアクティブ ルータで実行します。

1. configure terminal

2. redundancy inter-device 

3. scheme standby standby-group-name

4. exit 

5. interface interface-name

6. ip address ip-address mask 

7. no ip route-cache cef

8. no ip route-cache 

9. standby ip ip-address

ステップ 7 local-ip device-real-ip-address 
[device-real-ip-address2] 

例：
Router(config-ipc-local-sctp)# local-ip 
10.0.0.1

冗長ペアと通信を行うために使用されるローカル IP アド

レスを 低 1 つ定義します。

• ローカル IP アドレスは、ピア ルータ上のリモート IP 
アドレスと一致している必要があります。1 つまたは 
2 つの IP アドレスを指定できます。このアドレスはグ

ローバルな VPN Routing and Forwarding（VRF; VPN 
ルーティングおよび転送）のものである必要がありま

す。仮想 IP アドレスは使用できません。

ステップ 8 exit

例：
Router(config-ipc-local-sctp)# exit

IPC トランスポート - SCTP ローカル コンフィギュレー

ション モードを終了します。

ステップ 9 remote-port remote-port-number

例：
Router(config-ipc-protocol-sctp)# remote-port 
5000

冗長ピアとの通信に使用されるリモート SCTP ポート番号

を定義して、IPC トランスポート SCTP リモート コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

（注） remote-port-number：デフォルト値は存在しませ

ん。デバイス内の冗長性をイネーブルにするには、

この引数によってリモート ポートの設定を行う必

要があります。有効なポート値：1 ～ 65535。
リモート ポート番号は、ピア ルータ上のローカル 
ポート番号と同じにする必要があります。

ステップ 10 remote-ip peer-real-ip-address 

例：
Router(config-ipc-remote-sctp)# remote-ip 
10.0.0.2

ローカル デバイスとの通信に使用される冗長ピアのリモー

ト IP アドレスを定義します。

すべてのリモート IP アドレスによって同じデバイスが参

照される必要があります。

仮想 IP アドレスは使用できません。

ステップ 11 スタンバイ ルータに対してステップ 1 ～ 10 を繰り

返し、ステップ 7 とステップ 10 で指定したローカル 
ピアおよびリモート ピアの IP アドレスを逆にしま

す。

仮想 IP アドレス（10.0.0.3）は、両方のルータで同じにな

ります。

コマンドまたはアクション 目的
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10. standby priority priority

11. standby name group-name 

12. standby delay minimum [min-seconds] reload [reload-seconds]

13. スタンバイ ルータに対してステップ 1 ～ 12 を繰り返し、アクティブ ルータの IP アドレスとは異

なる IP アドレスを使用してインターフェイスを設定します（ステップ 6）。

14. exit

15. exit

16. show crypto key mypubkey rsa

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 2 redundancy inter-device

例：
Router(config)# redundancy inter-device

冗長性を設定し、デバイス内コンフィギュレーション 
モードを開始します。

ステップ 3 scheme standby standby-group-name

例：
Router(config-red-interdevice)# scheme standby SB

使用する冗長性スキームを定義します。

• サポートされているスキームは「standby」だけ

です。

• standby-group-name：standby name インター

フェイス コンフィギュレーション コマンドで指

定したスタンバイ名と一致させる必要がありま

す。また、スタンバイ名は両方のルータで同じで

ある必要があります。

ステップ 4 exit

例：
Router(config-red-interdevice)# exit

デバイス内コンフィギュレーション モードを終了し、

グローバル コンフィギュレーション モードに戻ります。

ステップ 5 interface interface-name

例：
Router(config)# interface gigabitethernet0/1

ルータのインターフェイス 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。

ステップ 6 ip address ip-address mask

例：
Router(config-if) ip address 10.0.0.1 
255.255.255.0

インターフェイスにローカル IP アドレスを設定しま

す。

ステップ 7 no ip route-cache cef

例：
Router(config-if)# no ip route cache cef

インターフェイスでシスコ エクスプレス フォワー

ディングの動作をディセーブルにします。
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アクティブ証明書サーバとスタンバイ証明書サーバの同期

この作業は、アクティブ サーバとスタンバイ サーバを同期にするために実行します。

ステップ 8 no ip route-cache

例：
Router(config-if)# no ip route cache

インターフェイスで高速スイッチングをディセーブル

にします。

ステップ 9 standby ip ip-address 

例：
Router(config-if)# standby ip 10.0.0.3

Hot Standby Router Protocol（HSRP; ホット スタンバ

イ ルータ プロトコル）をアクティブにします。

（注） アクティブ ルータおよびスタンバイ ルータに

同じアドレスを設定します。

ステップ 10 standby priority priority 

例：
Router(config-if)# standby priority 50

HSRP のプライオリティを 50 に設定します。

指定できるプライオリティの範囲は 1 ～ 255 です。1 
は 一番低いプライオリティ、255 は一番高いプライオ

リティを意味します。一番高いプライオリティの値を

持つ HSRP グループのルータがアクティブ ルータに

なります。

ステップ 11 standby name group-name 

例：
Router(config-if)# standby name SB

スタンバイ グループの名前を設定します。

• 名前には、使用されている HSRP グループを指定

します。HSRP グループ名はそのルータで一意で

ある必要があります。

ステップ 12 standby delay minimum [min-seconds] reload 
[reload-seconds]

例：
Router(config-if)# standby delay minimum 30 reload 
60 

HSRP グループの初期化の遅延を次のように設定しま

す。

• インターフェイスがアップした後に HSRP グルー

プを初期化するまでの遅延の 小値は 30 秒です。

• ルータがリロードされた後の遅延は 60 秒です。

ステップ 13 スタンバイ ルータに対してステップ 1 ～ 12 を繰り返し、

アクティブ ルータのインターフェイスの IP アドレス（ス

テップ 6）とは異なる IP アドレスを使用して、インター

フェイスを設定します。

—

ステップ 14 exit

例：
Router(config-if)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードに戻りま

す。

ステップ 15 exit

例：
Router(config)# exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 16 show redundancy states

例：
Router# show redundancy states

（任意）冗長性の状態（スタンバイまたはアクティブ）

を確認します。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の概要

1. configure terminal

2. crypto key generate rsa general-keys redundancy label key-label modulus modulus-size 

3. exit 

4. show crypto key mypubkey rsa

5. configure terminal

6. ip http server

7. crypto pki server cs-label

8. redundancy

9. no shutdown

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 2 crypto key generate rsa general-keys 
redundancy label key-labelmodulus modulus-size

例：
Router (config)# crypto key generate rsa 
general-keys redundancy label HA modulus 1024

証明書サーバの HA という名前の RSA キー ペアを生成し

ます。

（注） redundancy キーワードを指定すると、キーはエク

スポート不可能であることを意味します。

ステップ 3 exit

例：
Router(config)# exit

特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 4 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa 

冗長性がイネーブルであることを確認します。

ステップ 5 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 6 ip http server

例：
Router(config)# ip http server

ご使用のシステムの HTTP サーバをイネーブルにします。

ステップ 7 crypto pki server cs-label

例：
Router(config)# crypto pki server HA 

ステップ 2 で生成した RSA キー ペアを、証明書サーバの

ラベルとして指定します。
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証明書の許可および失効の設定例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「PKI AAA 認可の設定および検証：例」（P.31）

• 「失効メカニズムの設定：例」（P.35）

• 「セントラル サイトにあるハブ ルータを証明書失効チェック用に設定する例」（P.36）

• 「証明書の許可および失効の設定：例」（P.40）

• 「証明書チェーン検証の設定：例」（P.43）

• 「証明書サーバのハイ アベイラビリティの設定：例」（P.44）

PKI AAA 認可の設定および検証：例

ここでは、PKI AAA 認可の設定例を示します。

• 「ルータの設定例」（P.31）

• 「成功した PKI AAA 認可のデバッグ例」（P.33）

• 「失敗した PKI AAA 認可のデバッグ例」（P.34）

ルータの設定例

次の show running-config コマンド出力は、AAA サーバ機能との PKI 統合を使用して、VPN 接続を

許可するように設定されたルータの動作設定を示します。

Router# show running-config 

Building configuration...
!
version 12.3
!
hostname router7200router7200
!
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default group tacacs+
aaa authentication login no_tacacs enable
aaa authentication ppp default group tacacs+

ステップ 8 crypto pki server cs-label redundancy

例：
Router (config)# redundancy

サーバがスタンバイ サーバと同期されていることを確認し

ます。

ステップ 9 no shutdown

例：
Router(cs-server)# no shutdown

証明書サーバをイネーブルにします。

（注） SCRP トラフィックを使用するルータ インター

フェイスが保護されていない場合、ハイ アベイラ

ビリティ デバイス間の SCTP トラフィックが IPsec 
を使用して保護されていることを確認します。

コマンドまたはアクション 目的
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aaa authorization exec ACSLab group tacacs+
aaa authorization network ACSLab group tacacs+
aaa accounting exec ACSLab start-stop group tacacs+
aaa accounting network default start-stop group ACSLab
aaa session-id common
!
ip domain name example.com
!
crypto pki trustpoint EM-CERT-SERV
 enrollment url http://192.0.2.33:80
 serial-number
 crl optional
 rsakeypair STOREVPN 1024
 auto-enroll
 authorization list ACSLab
!
crypto pki certificate chain EM-CERT-SERV
 certificate 04
  30820214 3082017D A0030201 02020104 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  17311530 13060355 0403130C 454D2D43 4552542D 53455256 301E170D 30343031
  31393232 30323535 5A170D30 35303131 38323230 3235355A 3030312E 300E0603
  55040513 07314437 45424434 301C0609 2A864886 F70D0109 02160F37 3230302D
  312E6772 696C2E63 6F6D3081 9F300D06 092A8648 86F70D01 01010500 03818D00
  30818902 818100BD F3B837AA D925F391 2B64DA14 9C2EA031 5A7203C4 92F8D6A8
  7D2357A6 BCC8596F A38A9B10 47435626 D59A8F2A 123195BB BE5A1E74 B1AA5AE0
  5CA162FF 8C3ACA4F B3EE9F27 8B031642 B618AE1B 40F2E3B4 F996BEFE 382C7283
  3792A369 236F8561 8748AA3F BC41F012 B859BD9C DB4F75EE 3CEE2829 704BD68F
  FD904043 0F555702 03010001 A3573055 30250603 551D1F04 1E301C30 1AA018A0
  16861468 7474703A 2F2F3633 2E323437 2E313037 2E393330 0B060355 1D0F0404
  030205A0 301F0603 551D2304 18301680 1420FC4B CF0B1C56 F5BD4C06 0AFD4E67
  341AE612 D1300D06 092A8648 86F70D01 01040500 03818100 79E97018 FB955108
  12F42A56 2A6384BC AC8E22FE F1D6187F DA5D6737 C0E241AC AAAEC75D 3C743F59
  08DEEFF2 0E813A73 D79E0FA9 D62DC20D 8E2798CD 2C1DC3EC 3B2505A1 3897330C
  15A60D5A 8A13F06D 51043D37 E56E45DF A65F43D7 4E836093 9689784D C45FD61D
  EC1F160C 1ABC8D03 49FB11B1 DA0BED6C 463E1090 F34C59E4
  quit
 certificate ca 01
  30820207 30820170 A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030
  17311530 13060355 0403130C 454D2D43 4552542D 53455256 301E170D 30333132
  31363231 34373432 5A170D30 36313231 35323134 3734325A 30173115 30130603
  55040313 0C454D2D 43455254 2D534552 5630819F 300D0609 2A864886 F70D0101
  01050003 818D0030 81890281 8100C14D 833641CF D784F516 DA6B50C0 7B3CB3C9
  589223AB 99A7DC14 04F74EF2 AAEEE8F5 E3BFAE97 F2F980F7 D889E6A1 2C726C69
  54A29870 7E7363FF 3CD1F991 F5A37CFF 3FFDD3D0 9E486C44 A2E34595 C2D078BB
  E9DE981E B733B868 AA8916C0 A8048607 D34B83C0 64BDC101 161FC103 13C06500
  22D6EE75 7D6CF133 7F1B515F 32830203 010001A3 63306130 0F060355 1D130101
  FF040530 030101FF 300E0603 551D0F01 01FF0404 03020186 301D0603 551D0E04
  16041420 FC4BCF0B 1C56F5BD 4C060AFD 4E67341A E612D130 1F060355 1D230418
  30168014 20FC4BCF 0B1C56F5 BD4C060A FD4E6734 1AE612D1 300D0609 2A864886
  F70D0101 04050003 81810085 D2E386F5 4107116B AD3AC990 CBE84063 5FB2A6B5
  BD572026 528E92ED 02F3A0AE 1803F2AE AA4C0ED2 0F59F18D 7B50264F 30442C41
  0AF19C4E 70BD3CB5 0ADD8DE8 8EF636BD 24410DF4 DB62DAFC 67DA6E58 3879AA3E
  12AFB1C3 2E27CB27 EC74E1FC AEE2F5CF AA80B439 615AA8D5 6D6DEDC3 7F9C2C79
  3963E363 F2989FB9 795BA8
  quit
!
!
crypto isakmp policy 10
 encr 3des
 group 2
!
!
crypto ipsec transform-set ISC_TS_1 esp-3des esp-sha-hmac
!
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crypto ipsec profile ISC_IPSEC_PROFILE_2
 set security-association lifetime kilobytes 530000000
 set security-association lifetime seconds 14400
 set transform-set ISC_TS_1
!
!
controller ISA 1/1
!
!
interface Tunnel0
 description MGRE Interface provisioned by ISC
 bandwidth 10000
 ip address 192.0.2.172 255.255.255.0
 no ip redirects
 ip mtu 1408
 ip nhrp map multicast dynamic
 ip nhrp network-id 101
 ip nhrp holdtime 500
 ip nhrp server-only
 no ip split-horizon eigrp 101
 tunnel source FastEthernet2/1
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel key 101
 tunnel protection ipsec profile ISC_IPSEC_PROFILE_2
!
interface FastEthernet2/0
 ip address 192.0.2.1 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
interface FastEthernet2/1
 ip address 192.0.2.2 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
!
!
tacacs-server host 192.0.2.55 single-connection
tacacs-server directed-request
tacacs-server key company lab
!
ntp master 1
!
end

成功した PKI AAA 認可のデバッグ例

次の show debugging コマンド出力は、AAA サーバ機能との PKI 統合を使用して、成功した許可を示

します。

Router# show debugging

General OS:
  TACACS access control debugging is on
  AAA Authentication debugging is on
  AAA Authorization debugging is on
Cryptographic Subsystem:
Crypto PKI Trans debugging is on

Router#
May 28 19:36:11.117: CRYPTO_PKI: Trust-Point EM-CERT-SERV picked up
May 28 19:36:12.789: CRYPTO_PKI: Found a issuer match
May 28 19:36:12.805: CRYPTO_PKI: cert revocation status unknown.
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May 28 19:36:12.805: CRYPTO_PKI: Certificate validated without revocation check
May 28 19:36:12.813: CRYPTO_PKI_AAA: checking AAA authorization (ACSLab, POD5.example.com, 
<all>)
May 28 19:36:12.813: AAA/BIND(00000042): Bind i/f  
May 28 19:36:12.813: AAA/AUTHOR (0x42): Pick method list 'ACSLab'
May 28 19:36:12.813: TPLUS: Queuing AAA Authorization request 66 for processing
May 28 19:36:12.813: TPLUS: processing authorization request id 66
May 28 19:36:12.813: TPLUS: Protocol set to None .....Skipping
May 28 19:36:12.813: TPLUS: Sending AV service=pki
May 28 19:36:12.813: TPLUS: Authorization request created for 66(POD5.example.com)
May 28 19:36:12.813: TPLUS: Using server 192.0.2.55
May 28 19:36:12.813: TPLUS(00000042)/0/NB_WAIT/203A4628: Started 5 sec timeout
May 28 19:36:12.813: TPLUS(00000042)/0/NB_WAIT: wrote entire 46 bytes request
May 28 19:36:12.813: TPLUS: Would block while reading pak header
May 28 19:36:12.817: TPLUS(00000042)/0/READ: read entire 12 header bytes (expect 27 bytes)
May 28 19:36:12.817: TPLUS(00000042)/0/READ: read entire 39 bytes response
May 28 19:36:12.817: TPLUS(00000042)/0/203A4628: Processing the reply packet
May 28 19:36:12.817: TPLUS: Processed AV cert-application=all
May 28 19:36:12.817: TPLUS: received authorization response for 66: PASS
May 28 19:36:12.817: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-application" = "all")
May 28 19:36:12.817: CRYPTO_PKI_AAA: authorization passed
Router#
Router#
May 28 19:36:18.681: %DUAL-5-NBRCHANGE: IP-EIGRP(0) 101: Neighbor 192.0.2.171 (Tunnel0) is 
up: new adjacency
Router#

Router# show crypto isakmp sa

dst             src             state          conn-id slot
192.0.2.22    192.0.2.102   QM_IDLE             84    0

失敗した PKI AAA 認可のデバッグ例

次の show debugging コマンド出力は、ルータが、VPN を使用しての接続を許可されていないことを

示します。このメッセージは、このような状況で表示される典型的なメッセージです。

この例においてピア ユーザ名は、Cisco Secure ACS の VPN_Router_Disabled と呼ばれる Cisco 
Secure ACS グループに移動することにより、許可されていないものとして設定されました。ルータ

（router7200.example.com）は、任意のピアに VPN 接続を確立する前に、Cisco Secure ACS AAA サー

バに確認するように設定されています。

Router# show debugging

General OS:
  TACACS access control debugging is on
  AAA Authentication debugging is on
  AAA Authorization debugging is on
Cryptographic Subsystem:
  Crypto PKI Trans debugging is on
 
Router#
May 28 19:48:29.837: CRYPTO_PKI: Trust-Point EM-CERT-SERV picked up
May 28 19:48:31.509: CRYPTO_PKI: Found a issuer match
May 28 19:48:31.525: CRYPTO_PKI: cert revocation status unknown.
May 28 19:48:31.525: CRYPTO_PKI: Certificate validated without revocation check
May 28 19:48:31.533: CRYPTO_PKI_AAA: checking AAA authorization (ACSLab, POD5.example.com, 
<all>)
May 28 19:48:31.533: AAA/BIND(00000044): Bind i/f  
May 28 19:48:31.533: AAA/AUTHOR (0x44): Pick method list 'ACSLab'
May 28 19:48:31.533: TPLUS: Queuing AAA Authorization request 68 for processing
May 28 19:48:31.533: TPLUS: processing authorization request id 68
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May 28 19:48:31.533: TPLUS: Protocol set to None .....Skipping
May 28 19:48:31.533: TPLUS: Sending AV service=pki
May 28 19:48:31.533: TPLUS: Authorization request created for 68(POD5.example.com)
May 28 19:48:31.533: TPLUS: Using server 192.0.2.55
May 28 19:48:31.533: TPLUS(00000044)/0/NB_WAIT/203A4C50: Started 5 sec timeout
May 28 19:48:31.533: TPLUS(00000044)/0/NB_WAIT: wrote entire 46 bytes request
May 28 19:48:31.533: TPLUS: Would block while reading pak header
May 28 19:48:31.537: TPLUS(00000044)/0/READ: read entire 12 header bytes (expect 6 bytes)
May 28 19:48:31.537: TPLUS(00000044)/0/READ: read entire 18 bytes response
May 28 19:48:31.537: TPLUS(00000044)/0/203A4C50: Processing the reply packet
May 28 19:48:31.537: TPLUS: received authorization response for 68: FAIL
May 28 19:48:31.537: CRYPTO_PKI_AAA: authorization declined by AAA, or AAA server not 
found.
May 28 19:48:31.537: CRYPTO_PKI_AAA: No cert-application attribute found. Failing.
May 28 19:48:31.537: CRYPTO_PKI_AAA: authorization failed
May 28 19:48:31.537: CRYPTO_PKI: AAA authorization for list 'ACSLab', and user 
'POD5.example.com' failed.
May 28 19:48:31.537: %CRYPTO-5-IKMP_INVAL_CERT: Certificate received from 192.0.2.162 is 
bad: certificate invalid
May 28 19:48:39.821: CRYPTO_PKI: Trust-Point EM-CERT-SERV picked up
May 28 19:48:41.481: CRYPTO_PKI: Found a issuer match
May 28 19:48:41.501: CRYPTO_PKI: cert revocation status unknown.
May 28 19:48:41.501: CRYPTO_PKI: Certificate validated without revocation check
May 28 19:48:41.505: CRYPTO_PKI_AAA: checking AAA authorization (ACSLab, POD5.example.com, 
<all>)
May 28 19:48:41.505: AAA/BIND(00000045): Bind i/f  
May 28 19:48:41.505: AAA/AUTHOR (0x45): Pick method list 'ACSLab'
May 28 19:48:41.505: TPLUS: Queuing AAA Authorization request 69 for processing
May 28 19:48:41.505: TPLUS: processing authorization request id 69
May 28 19:48:41.505: TPLUS: Protocol set to None .....Skipping
May 28 19:48:41.505: TPLUS: Sending AV service=pki
May 28 19:48:41.505: TPLUS: Authorization request created for 69(POD5.example.com)
May 28 19:48:41.505: TPLUS: Using server 198.168.244.55
May 28 19:48:41.509: TPLUS(00000045)/0/IDLE/63B22834: got immediate connect on new 0
May 28 19:48:41.509: TPLUS(00000045)/0/WRITE/63B22834: Started 5 sec timeout
May 28 19:48:41.509: TPLUS(00000045)/0/WRITE: wrote entire 46 bytes request
May 28 19:48:41.509: TPLUS(00000045)/0/READ: read entire 12 header bytes (expect 6 bytes)
May 28 19:48:41.509: TPLUS(00000045)/0/READ: read entire 18 bytes response
May 28 19:48:41.509: TPLUS(00000045)/0/63B22834: Processing the reply packet
May 28 19:48:41.509: TPLUS: received authorization response for 69: FAIL
May 28 19:48:41.509: CRYPTO_PKI_AAA: authorization declined by AAA, or AAA server not 
found.
May 28 19:48:41.509: CRYPTO_PKI_AAA: No cert-application attribute found. Failing.
May 28 19:48:41.509: CRYPTO_PKI_AAA: authorization failed
May 28 19:48:41.509: CRYPTO_PKI: AAA authorization for list 'ACSLab', and user 
'POD5.example.com' failed.
May 28 19:48:41.509: %CRYPTO-5-IKMP_INVAL_CERT: Certificate received from 192.0.2.162 is 
bad: certificate invalid
Router#

Router# show crypto iskmp sa

dst             src             state          conn-id slot
192.0.2.2       192.0.2.102   MM_KEY_EXCH         95    0

失効メカニズムの設定：例

ここでは、PKI の失効メカニズムを指定する際に使用できる設定例を示します。

• 「OCSP サーバの設定例」（P.36）

• 「CRL および OCSP サーバの指定例」（P.36）
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• 「OCSP サーバの設定例」（P.36）

• 「OCSP サーバとの通信でのナンスのディセーブル例」（P.36）

OCSP サーバの設定例 

次の例では、証明書の AIA 拡張部で指定された OCSP サーバを使用するようにルータを設定する方法

を示します。

Router(config)# crypto pki trustpoint mytp
Router(ca-trustpoint)# revocation-check ocsp

CRL および OCSP サーバの指定例 

次の例では、CRL を CDP からダウンロードするようにルータを設定する方法を示します。CRL を利

用できない場合は、証明書の AIA 拡張部で指定される OCSP サーバが使用されます。両方のオプショ

ンが失敗した場合、証明書の検証も失敗します。

Router(config)# crypto pki trustpoint mytp
Router(ca-trustpoint)# revocation-check crl ocsp

OCSP サーバの設定例 

次の例では、HTTP URL「http://myocspserver:81」にある OCSP サーバを使用するようにルータを設

定する方法を示します。このサーバがダウンしている場合、失効チェックは無視されます。

Router(config)# crypto pki trustpoint mytp
Router(ca-trustpoint)# ocsp url http://myocspserver:81
Router(ca-trustpoint)# revocation-check ocsp none

OCSP サーバとの通信でのナンスのディセーブル例

次の例は、OCSP 要求に関するナンス（固有識別情報）が、OCSP サーバとの通信でディセーブルに

なっている場合の通信を示します。

Router(config)# crypto pki trustpoint mytp 
Router(ca-trustpoint)# ocsp url http://myocspserver:81 
Router(ca-trustpoint)# revocation-check ocsp none 
Router(ca-trustpoint)# ocsp disable-nonce

セントラル サイトにあるハブ ルータを証明書失効チェック用に設定する例

次の例では、複数のブランチ オフィスにセントラル サイトへの接続を提供しているセントラル サイト

にあるハブ ルータを示します。

ブランチ オフィスも追加の IPSec トンネルを使用して、ブランチ オフィス間で直接相互に通信できます。

CA は、セントラル サイトにある HTTP サーバの CRL を公開します。セントラル サイトは、各ピアと 
IPSec トンネルを設定する場合、そのピアの CRL をチェックします。

次の例では、IPSec 設定を示しません。PKI 関連の設定だけを示します。

ホーム オフィスのハブ設定

crypto pki trustpoint VPN-GW
 enrollment url http://ca.home-office.com:80/certsrv/mscep/mscep.dll
 serial-number none
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 fqdn none
 ip-address none
 subject-name o=Home Office Inc,cn=Central VPN Gateway
 revocation-check crl

セントラル サイトのハブ ルータ

Router# show crypto ca certificate

Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 2F62BE14000000000CA0
  Certificate Usage: General Purpose
  Issuer: 
    cn=Central Certificate Authority
    o=Home Office Inc
  Subject:
    Name: Central VPN Gateway
    cn=Central VPN Gateway
    o=Home Office Inc
  CRL Distribution Points: 
    http://ca.home-office.com/CertEnroll/home-office.crl
  Validity Date: 
    start date: 00:43:26 GMT Sep 26 2003
    end   date: 00:53:26 GMT Sep 26 2004
    renew date: 00:00:00 GMT Jan 1 1970
  Associated Trustpoints: VPN-GW
CA Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 1244325DE0369880465F977A18F61CA8
  Certificate Usage: Signature
  Issuer: 
    cn=Central Certificate Authority
    o=Home Office Inc
  Subject: 
    cn=Central Certificate Authority
    o=Home Office Inc
  CRL Distribution Points: 
    http://ca.home-office.com/CertEnroll/home-office.crl
  Validity Date: 
    start date: 22:19:29 GMT Oct 31 2002
    end   date: 22:27:27 GMT Oct 31 2017
  Associated Trustpoints: VPN-GW

ブランチ オフィス ルータのトラストポイント

crypto pki trustpoint home-office
 enrollment url http://ca.home-office.com:80/certsrv/mscep/mscep.dll
 serial-number none
 fqdn none
 
ip-address none
 subject-name o=Home Office Inc,cn=Branch 1
 revocation-check crl

証明書マップがブランチ オフィス ルータに入力されます。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
branch1(config)# crypto pki certificate map central-site 10
branch1(ca-certificate-map)#
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セントラル サイトのハブ ルータ上で発行された show certificate コマンドの出力では、証明書が以下

によって発行されたことを示しています。

cn=Central Certificate Authority
o=Home Office Inc

この 2 行は、行を区切るためのカンマ（,）を使用して 1 行に結合され、元の 2 行が 初の一致基準と

して追加されています。

Router (ca-certificate-map)# issuer-name co cn=Central Certificate Authority, ou=Home 
Office Inc
!The above line wrapped but should be shown on one line with the line above it.

セントラル サイト ルータの証明書の所有者名についても、同じように組み合わされています

（「Name:」で始まる行は、所有者名の一部ではなく、証明書マップ基準を作成する際に無視する必要が

あることに注意してください）。これが証明書マップで使用される所有者名です。

cn=Central VPN Gateway

o=Home Office Inc

Router (ca-certificate-map)# subject-name eq cn=central vpn gateway, o=home office inc

これで、以前に設定された証明書マップがトラストポイントに追加されます。

Router (ca-certificate-map)# crypto pki trustpoint home-office
Router (ca-trustpoint)# match certificate central-site skip revocation-check
Router (ca-trustpoint)# exit
Router (config)# exit

設定がチェックされます（大部分の設定は示されていません）。

Router# write term
!Many lines left out
.
.
.
crypto pki trustpoint home-office
 enrollment url http://ca.home-office.com:80/certsrv/mscep/mscep.dll
 serial-number none
 fqdn none
 ip-address none
 subject-name o=Home Office Inc,cn=Branch 1
 revocation-check crl
 match certificate central-site skip revocation-check
!
!
crypto pki certificate map central-site 10
 issuer-name co cn = Central Certificate Authority, ou = Home Office Inc
 subject-name eq cn = central vpn gateway, o = home office inc
!many lines left out

今後のピアの証明書との照合のために、発行者名の行と所有者名の行が矛盾しないように再フォーマッ

トされていることに注意してください。

ブランチ オフィスが AAA をチェックする場合は、トラストポイントには次のような行があります。

crypto pki trustpoint home-office
 auth list allow_list
 auth user subj commonname

証明書マップが上記のように定義されると、次のコマンドがトラストポイントに追加され、セントラル 
サイト ハブの AAA チェックがスキップされます。

match certificate central-site skip authorization-check
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両方のケースにおいてブランチ サイト ルータは、CRL のチェックまたは AAA サーバと通信するため

に、セントラル サイトに IPSec トンネルを確立する必要があります。ただし、match certificate コマ

ンドと central-site skip authorization-check（引数とキーワード）を使用しない場合、ブランチ オ
フィスは、CRL または AAA サーバのチェックを完了するまでトンネルを確立できません（match 
certificate コマンドと central-site skip authorization-check 引数およびキーワードを使用しないかぎ

り、トンネルは確立されません）。

ブランチ サイトにあるルータの証明書が失効していて、その証明書を更新するためにセントラル サイ

トにトンネルを確立する必要がある場合、セントラル サイトで match certificate コマンドと allow 
expired-certificate キーワードを使用します。

セントラル サイト ルータのトラストポイント

crypto pki trustpoint VPN-GW
 enrollment url http://ca.home-office.com:80/certsrv/mscep/mscep.dll
 serial-number none
 fqdn none
 ip-address none
 subject-name o=Home Office Inc,cn=Central VPN Gateway
 revocation-check crl

ブランチ 1 サイト ルータのトラストポイント

Router# show crypto ca certificate

Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 2F62BE14000000000CA0
  Certificate Usage: General Purpose
  Issuer: 
    cn=Central Certificate Authority
    o=Home Office Inc
  Subject:
    Name: Branch 1 Site
    cn=Branch 1 Site
    o=Home Office Inc
  CRL Distribution Points: 
    http://ca.home-office.com/CertEnroll/home-office.crl
  Validity Date: 
    start date: 00:43:26 GMT Sep 26 2003
    end   date: 00:53:26 GMT Oct 3 2003
    renew date: 00:00:00 GMT Jan 1 1970
  Associated Trustpoints: home-office 
CA Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 1244325DE0369880465F977A18F61CA8
  Certificate Usage: Signature
  Issuer: 
    cn=Central Certificate Authority
    o=Home Office Inc
  Subject: 
    cn=Central Certificate Authority
    o=Home Office Inc
  CRL Distribution Points: 
    http://ca.home-office.com/CertEnroll/home-office.crl
  Validity Date: 
    start date: 22:19:29 GMT Oct 31 2002
    end   date: 22:27:27 GMT Oct 31 2017
  Associated Trustpoints: home-office

証明書マップがセントラル サイト ルータに入力されます。
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Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router (config)# crypto pki certificate map branch1 10
Router (ca-certificate-map)# issuer-name co cn=Central Certificate Authority, ou=Home 
Office Inc
!The above line wrapped but should be part of the line above it.
Router (ca-certificate-map)# subject-name eq cn=Brahcn 1 Site,o=home office inc

証明書マップがトラストポイントに追加されます。

Router (ca-certificate-map)# crypto pki trustpoint VPN-GW
Router (ca-trustpoint)# match certificate branch1 allow expired-certificate
Router (ca-trustpoint)# exit
Router (config) #exit

設定がチェックされます（設定の大部分は示されていません）。

Router# write term

!many lines left out

crypto pki trustpoint VPN-GW
 enrollment url http://ca.home-office.com:80/certsrv/mscep/mscep.dll
 serial-number none
 fqdn none
 ip-address none
 subject-name o=Home Office Inc,cn=Central VPN Gateway
 revocation-check crl
 match certificate branch1 allow expired-certificate
!
!
crypto pki certificate map central-site 10
 issuer-name co cn = Central Certificate Authority, ou = Home Office Inc
 subject-name eq cn = central vpn gateway, o = home office inc
! many lines left out

match certificate コマンド、branch1 allow expired-certificate（引数とキーワード）および証明書

マップは、ブランチ ルータが新しい証明書を取得した後すぐに削除する必要があります。

証明書の許可および失効の設定：例

この項では、CRL キャッシュ コントロールの設定または証明書のシリアル番号セッション コントロー

ルを指定する場合に使用する設定例を示します。

• 「CRL キャッシュ コントロールの設定」（P.40）

• 「証明書のシリアル番号セッション コントロールの設定」（P.41）

CRL キャッシュ コントロールの設定

次の例では、CA1 トラストポイントに関連付けられたすべての CRL の CRL キャッシングをディセー

ブルにする方法を示します。

crypto pki trustpoint CA1
 enrollment url http://CA1:80
 ip-address FastEthernet0/0
 crl query ldap://ldap_CA1
 revocation-check crl
 crl-cache none 

上記の例の設定を実行した直後は、まだ現在の CRL がキャッシュされています。
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Router# show crypto pki crls

CRL Issuer Name: 
    cn=name Cert Manager,ou=pki,o=example.com,c=US
    LastUpdate: 18:57:42 GMT Nov 26 2005
    NextUpdate: 22:57:42 GMT Nov 26 2005
    Retrieved from CRL Distribution Point: 
      ldap://ldap.example.com/CN=name Cert Manager,O=example.com

現在の CRL が失効すると、次の更新時に新しい CRL がルータにダウンロードされます。crl-cache 
none コマンドが有効になり、トラストポイントの CRL はすべてキャッシュされなくなります。また、

キャッシュはディセーブルになります。show crypto pki crls コマンドを実行して、CRL がキャッシュ

されていないことを確認できます。キャッシュされている CRL がないため、出力は表示されません。

次の例では、CA1 トラストポイントに関連付けられたすべての CRL に 2 分の 大ライフタイムを設定

する方法を示します。

crypto pki trustpoint CA1
 enrollment url http://CA1:80
 ip-address FastEthernet0/0
 crl query ldap://ldap_CA1
 revocation-check crl
 crl-cache delete-after 2

CRL の 大ライフタイムを設定するために上記例の設定を実行した直後でも、依然現在の CRL が
キャッシュされます。

Router# show crypto pki crls

CRL Issuer Name: 
    cn=name Cert Manager,ou=pki,o=example.com,c=US
    LastUpdate: 18:57:42 GMT Nov 26 2005
    NextUpdate: 22:57:42 GMT Nov 26 2005
    Retrieved from CRL Distribution Point: 
      ldap://ldap.example.com/CN=name Cert Manager,O=example.com

現在の CRL が失効すると、次の更新時に新しい CRL がルータにダウンロードされ、crl-cache 
delete-after コマンドが有効になります。この新しくキャッシュされた CRL とそれに続くすべての 
CRL は、2 分の 大ライフタイムの後に削除されます。

show crypto pki crls コマンドを実行すると、CRL が 2 分間キャッシュされることを確認できます。

NextUpdate の時間が LastUpdate の時間の 2 分後であることに注意してください。

Router# show crypto pki crls

CRL Issuer Name: 
cn=name Cert Manager,ou=pki,o=example.com,c=US
LastUpdate: 22:57:42 GMT Nov 26 2005

    

NextUpdate: 22:59:42 GMT Nov 26 2005
Retrieved from CRL Distribution Point: 

      ldap://ldap.example.com/CN=name Cert Manager,O=example.com

証明書のシリアル番号セッション コントロールの設定

次の例では、CA1 トラストポイントの証明書マップを使用した証明書のシリアル番号セッション コン

トロールの設定を示します。

crypto pki trustpoint CA1
 enrollment url http://CA1
 chain-validation stop
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 crl query ldap://ldap_server
 revocation-check crl
 match certificate crl
!
crypto pki certificate map crl 10
 serial-number co 279d

（注） match-criteria 値が co（含む）ではなく eq（等しい）に設定されている場合、シリアル番号はスペー

スを含めて、証明書マップのシリアル番号に正確に一致する必要があります。

次の例では、AAA アトリビュートを使用した証明書のシリアル番号セッション コントロールの設定を

示します。この場合、証明書にシリアル番号「4ACA」がなければ、有効な証明書はすべて受け入れら

れます。

crypto pki trustpoint CA1
 enrollment url http://CA1
 ip-address FastEthernet0/0
 crl query ldap://ldap_CA1
 revocation-check crl
 aaa new-model
!
aaa attribute list crl
attribute-type aaa-cert-serial-not 4ACA

サーバ ログは、シリアル番号「4ACA」を持つ証明書が拒否されたことを示しています。証明書の拒

否は、感嘆符で表示されます。

.

.

.
Dec 3 04:24:39.051: CRYPTO_PKI: Trust-Point CA1 picked up
Dec 3 04:24:39.051: CRYPTO_PKI: locked trustpoint CA1, refcount is 1
Dec 3 04:24:39.051: CRYPTO_PKI: unlocked trustpoint CA1, refcount is 0
Dec 3 04:24:39.051: CRYPTO_PKI: locked trustpoint CA1, refcount is 1
Dec 3 04:24:39.135: CRYPTO_PKI: validation path has 1 certs
Dec 3 04:24:39.135: CRYPTO_PKI: Found a issuer match
Dec 3 04:24:39.135: CRYPTO_PKI: Using CA1 to validate certificate
Dec 3 04:24:39.135: CRYPTO_PKI: Certificate validated without revocation check
Dec 3 04:24:39.135: CRYPTO_PKI: Selected AAA username: 'PKIAAA'
Dec 3 04:24:39.135: CRYPTO_PKI: Anticipate checking AAA list:'CRL'
Dec 3 04:24:39.135: CRYPTO_PKI_AAA: checking AAA authorization (CRL, PKIAAA-L1, <all>)
Dec 3 04:24:39.135: CRYPTO_PKI_AAA: pre-authorization chain validation status (0x4)
Dec 3 04:24:39.135: AAA/BIND(00000021): Bind i/f
Dec 3 04:24:39.135: AAA/AUTHOR (0x21): Pick method list 'CRL'
.
.
.

Dec 3 04:24:39.175: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-application" = "all")
Dec 3 04:24:39.175: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-trustpoint" = "CA1")
!
Dec 3 04:24:39.175: CRYPTO_PKI_AAA: reply attribute ("cert-serial-not" = "4ACA")
Dec 3 04:24:39.175: CRYPTO_PKI_AAA: cert-serial doesn't match ("4ACA" != "4ACA")
!
Dec 3 04:24:39.175: CRYPTO_PKI_AAA: post-authorization chain validation status (0x7)
!
Dec 3 04:24:39.175: CRYPTO_PKI: AAA authorization for list 'CRL', and user 'PKIAAA' 
failed.
Dec 3 04:24:39.175: CRYPTO_PKI: chain cert was anchored to trustpoint CA1, and chain 
validation result was: CRYPTO_PKI_CERT_NOT_AUTHORIZED
!
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Dec 3 04:24:39.175: %CRYPTO-5-IKMP_INVAL_CERT: Certificate received from 192.0.2.43 is 
bad: certificate invalid
Dec 3 04:24:39.175: %CRYPTO-6-IKMP_MODE_FAILURE: Processing of Main mode failed with peer 
at 192.0.2.43
.
.
.

証明書チェーン検証の設定：例

この項では、デバイス証明書の証明書チェーン処理レベルを指定する場合に使用する設定例を示します。

• 「ピアからルート CA への証明書チェーン検証の設定」（P.43）

• 「ピアから下位 CA への証明書チェーン検証の設定」（P.43）

• 「証明書チェーンの欠落確認の設定」（P.44）

ピアからルート CA への証明書チェーン検証の設定

次の設定例では、ピア、SubCA11、SubCA1、および RootCA のすべての証明書が検証されます。

crypto pki trustpoint RootCA
 enrollment terminal
 chain-validation stop
 revocation-check none
 rsakeypair RootCA

crypto pki trustpoint SubCA1
 enrollment terminal
 chain-validation continue RootCA
 revocation-check none
 rsakeypair SubCA1

crypto pki trustpoint SubCA11
 enrollment terminal
 chain-validation continue SubCA1
 revocation-check none
rsakeypair SubCA11

ピアから下位 CA への証明書チェーン検証の設定

次の設定例では、ピア証明書および SubCA1 証明書が有効にされます。

crypto pki trustpoint RootCA
 enrollment terminal
 chain-validation stop
 revocation-check none
 rsakeypair RootCA

crypto pki trustpoint SubCA1
 enrollment terminal
 chain-validation continue RootCA
 revocation-check none
 rsakeypair SubCA1

crypto pki trustpoint SubCA11
 enrollment terminal
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 chain-validation continue SubCA1
 revocation-check none
 rsakeypair SubCA11

証明書チェーンの欠落確認の設定

次の設定例では、SubCA1 が、設定済みの Cisco IOS 階層にはないが、提出された証明書チェーンでピ

アによって提示されたと想定しています。

ピアが、提出された証明書チェーンで SubCA1 証明書を提示した場合、ピア、SubCA11、および 
SubCA1 の各証明書が有効になります。

ピアが、提出された証明書チェーンで SubCA1 証明書を提示しない場合、チェーンの検証は失敗しま

す。

crypto pki trustpoint RootCA
 enrollment terminal
 chain-validation stop
 revocation-check none
 rsakeypair RootCA

crypto pki trustpoint SubCA11
 enrollment terminal
 chain-validation continue RootCA
 revocation-check none
 rsakeypair SubCA11

証明書サーバのハイ アベイラビリティの設定：例

次の例では、SCTP の設定、アクティブおよびスタンバイ証明書サーバの冗長性の設定、およびこれら

のサーバ間の同期のアクティブ化を示します。

アクティブ ルータ

ipc zone default
association 1
no shutdown
protocol sctp
local-port 5000
local-ip 10.0.0.1
exit

remote-port 5000
remote-ip 10.0.0.2

スタンバイ ルータ

ipc zone default
association 1
no shutdown
protocol sctp
local-port 5000
local-ip 10.0.0.2
exit

remote-port 5000
remote-ip 10.0.0.1

アクティブ ルータ

redundancy inter-device
scheme standby SB
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interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no ip route-cache cef
no ip route-cache

     
standby 0 ip 10.0.0.3
standby 0 priority 50
standby 0 name SB
standby delay min 30 reload 60

スタンバイ ルータ

redundancy inter-device
scheme standby SB

interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
no ip route-cache cef
no ip route-cache

             
standby 0 ip 10.0.0.3
standby 0 priority 50
standby 0 name SB
standby delay min 30 reload 60

アクティブ ルータ

crypto pki server mycertsaver 
crypto pki server mycertsaver redundancy

その他の参考資料
ここでは、PKI 証明書の許可および失効に関する関連資料について説明します。

関連資料

内容 参照先

PKI コマンド：完全なコマンドの構文、コマンド 
モード、デフォルト、使用上の注意事項、例 

『Cisco IOS Security Command Reference』

PKI の概要（RSA キー、証明書登録、および 
CA を含む）

「Cisco IOS PKI Overview: Understanding and Planning a PKI」の章 

RSA キーの生成および展開 「Deploying RSA Keys Within a PKI」の章 

証明書登録：サポートされる方法、登録プロファ

イル、設定作業 
「Configuring Certificate Enrollment for a PKI」の章

Cisco IOS 証明書サーバの概要および設定作業 「Configuring and Managing a Cisco IOS Certificate Server for PKI 
Deployment」の章
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport
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証明書の許可および失効に関する機能情報
表 2 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。この表には、

Cisco IOS Release 12.2(1) 以降のリリースで導入または変更された機能だけを示します。

ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、「Implementing and Managing PKI 
Features Roadmap」を参照してください。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。

Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 2 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された Cisco IOS 
ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連

の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。
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表 2 PKI 証明書の許可および失効に関する機能情報

機能名 リリース 機能情報

認証失効リストのキャッシュ コントロール拡

張機能

12.4(9)T この機能を使用すると、ユーザは CRL キャッシングを

ディセーブルにしたり、ルータのメモリに CRL がキャッ

シュされる 大ライフタイムを指定したりできます。この

機能は、証明書のシリアル番号セッション コントロールを

設定するための機能も提供します。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「CRL とは」

• 「証明書の許可および失効の設定」

• 「証明書の許可および失効の設定：例」

この機能により、crl-cache delete-after、crl-cache none、
crypto pki certificate map の各コマンドが導入または変更

されました。

Certificate-Complete チェーンの検証 12.4(6)T この機能を使用すると、すべての証明書（下位 CA 証明書

を含む）で証明書チェーンが処理されるレベルを設定でき

ます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「PKI 証明書チェーンの検証」

• 「証明書チェーンの設定」

• 「証明書チェーン検証の設定：例」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

chain-validation

OCSP：代替階層からのサーバ認証 12.4(6)T この機能は、複数 OCSP サーバをクライアント証明書ごと

に、またはクライアント証明書のグループごとに指定でき

る柔軟性を備えています。また、この機能を使用すると、

外部の CA 証明書または自己署名証明書に基づいて OCSP 
サーバを検証できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「OCSP とは」

• 「証明書の許可および失効の設定」

この機能により、match certificate override ocsp コマン

ドが導入されました。
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オプションの OCSP ナンス 12.2(33)SR
12.4(4)T

この機能では、OCSP 通信時にナンス（OCSP 要求に関す

る固有識別情報）を送信するように設定できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「OCSP とは」

• 「PKI 証明書ステータス チェックの失効メカニズムの

設定」

• 「OCSP サーバとの通信でのナンスのディセーブル例」

証明書のセキュリティ アトリビュート ベース

のアクセス コントロール

12.2(15)T
1

IPsec プロトコルでは、CA の相互運用性により、Cisco 
IOS デバイスと CA が通信を行い、Cisco IOS デバイスは、

CA からデジタル証明書を取得し、使用できるようになり

ます。証明書には、指定された処理の実行をデバイスまた

はユーザが許可されているかどうかの判別に使用される

フィールドがいくつか含まれています。この機能により、

ACL の指定が可能な証明書にフィールドを追加し、証明書

ベース ACL を作成できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「許可または失効用に証明書ベースの ACL を使用する

場合」

• 「証明書の許可および失効の設定」

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。crypto pki certificate map、crypto pki trustpoint、
match certificate

Online Certificate Status Protocol（OCSP） 12.3(2)T この機能により、CRL の代わりに OCSP をイネーブルに

して、証明書のステータスをチェックできます。証明書の

ステータスを定期的に提供するだけの CRL とは異なり、

OCSP では証明書ステータスに関する情報をタイムリーに

利用できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「CRL または OCSP サーバ：証明書失効メカニズムの

選択」

• 「PKI 証明書ステータス チェックの失効メカニズムの

設定」

この機能により、ocsp url および revocation-check コマン

ドが導入されました。

表 2 PKI 証明書の許可および失効に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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所有者名全体を使用した PKI AAA 認可 12.3(11)T この機能により、ユーザは、所有者名全体を一意の AAA 
ユーザ名として使用し、証明書から AAA サーバを照会で

きます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「PKI と AAA サーバ統合用のアトリビュート値ペア」

• 「AAA サーバとの PKI 統合の設定」

この機能により、authorization username コマンドが変更

されました。

AAA サーバとの PKI 統合 12.3(1) この機能では、ピアによって提出された証明書から AAA 
ユーザ名を生成することにより、許可に関するスケーラビ

リティが向上します。AAA サーバは、内部コンポーネン

トでの証明書の使用を許可するか決定するよう尋ねられま

す。許可は、コンポーネントで指定されたラベルによって

示され、このラベルはユーザの AV ペアに存在している必

要があります。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「証明書ステータスのための PKI と AAA サーバの統

合」

• 「AAA サーバとの PKI 統合の設定」

この機能により、authorization list および authorization 
username コマンドが導入されました。

PKI：証明書失効チェック時の複数のサーバ照

会

12.3(7)T Cisco IOS ソフトウェアではこの機能により、特定のサー

バが利用できない場合に操作を続行できるように CRL の
取得を複数回試行できます。また、証明書の CDP を、手

動で設定した CDP で上書きすることもできます。証明書

の CDP の手動による上書きは、特定のサーバが長時間利

用できない場合に便利です。元の CDP を含む証明書のす

べてを再発行しなくても、証明書の CDP を URL または

ディレクトリ指定に置き換えることができます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「失効チェック中にすべての CDP を照会」

• 「証明書内の CDP の手動による上書き」

この機能により、match certificate override odp コマンド

が導入されました。

表 2 PKI 証明書の許可および失効に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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証明書 ACL を使用して失効チェックおよび失

効した証明書の無視 
12.3(4)T この機能により、指定基準を満たす証明書は、証明書の有

効期間にかかわらず受け入れることができます。また、証

明書が指定基準を満たしている場合は失効チェックを実行

する必要がなくなります。証明書 ACL は、証明書を受け

入れるために満たす必要がある基準を指定する場合や、失

効チェックを回避する場合に使用されます。さらに、AAA 
通信が証明書によって保護されている場合、この機能は無

視される証明書に対して AAA チェックを実行します。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「証明書ベース ACL を使用した失効チェックの無視」

• 「失効チェックを無視するように証明書ベース ACL を
設定」

この機能により、match certificate コマンドが変更されま

した。

トラストポイントごとのクエリー モードの定

義

Cisco 
IOS XE 
Release 2.1

この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータで導入され

ました。

PKI ハイ アベイラビリティ 15.0(1)M 次のコマンドが導入または変更されました。crypto pki 
server、crypto pki server start、crypto pki server stop、
crypto pki trustpoint、crypto key generate rsa、crypto 
key import pem、crypto key move rsa、show crypto key 
mypubkey rsa

表 2 PKI 証明書の許可および失効に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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PKI の証明書登録の設定

この章では、証明書登録に利用可能なさまざまな方式および参加する PKI ピアの各セットアップ方法

について説明します。証明書登録は、認証局（CA）から証明書を取得するプロセスであり、証明書を

要求するエンド ホストと CA の間で発生します。Public Key Infrastructure（PKI; 公開キー インフラス

トラクチャ）に参加する各ピアは、CA に登録する必要があります。

この章で紹介する機能情報の入手方法
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機

能がサポートされているリリースのリストについては、「PKI 証明書登録の機能情報」（P.38） を参照し

てください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「PKI 証明書登録の前提条件」（P.2）

• 「PKI の証明書登録に関する情報」（P.2）

• 「PKI の証明書登録を設定する方法」（P.6）

• 「PKI 証明書登録要求の設定例」（P.27）

• 「その他の参考資料」（P.35）

• 「PKI 証明書登録の機能情報」（P.38）

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/go/cfn
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  PKI 証明書登録の前提条件
PKI 証明書登録の前提条件
証明書登録用にピアを設定する前に、次のものを準備、あるいは次の作業を実行することが必要です。

• 登録用に生成された Rivest、Shamir、Adelman（RSA）キー ペアおよび登録する PKI。

• 認証された CA。

• 「Cisco IOS PKI Overview: Understanding and Planning a PKI」の内容を理解していること。

（注） コマンドの先頭に付けられていた「crypto ca」は、Cisco IOS Release 12.3(7)T の時点で、すべて

「crypto pki」に変更されました。ルータは引き続き crypto ca コマンドを受け入れますが、すべての

出力は crypto pki として読み替えられます。

PKI の証明書登録に関する情報
証明書を要求して PKI に登録するようにピアを設定する前に、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「CA とは」（P.2）

• 「CA の認証」（P.3）

• 「サポートされる証明書の登録方式」（P.3）

• 「登録局」（P.5）

• 「自動証明書登録」（P.5）

• 「証明書登録プロファイル」（P.6）

CA とは 
CA は他の通信相手が使用できるデジタル証明書を発行するエンティティです。これが、信頼できる第

三者の例です。CA は多くの PKI スキームの特性です。

CA は証明書要求を管理し、参加ネットワーク装置に証明書を発行します。これらのサービスでは、身

元情報を検証してデジタル証明書を作成するために、参加装置のキーを一元的に管理します。PKI の動

作を開始する前に、CA は独自の公開キー ペアを生成し、自己署名 CA 証明書を作成します。その後、

CA は、証明書要求に署名し、PKI に対してピア登録を開始できます。

Cisco IOS 証明書サーバまたはサードパーティの CA ベンダーが指定する CA を使用できます。

複数の CA のためのフレームワーク 
PKI は、複数の CA をサポートするために階層型フレームワーク内に設定できます。階層構造の 上位

はルート CA で、ここに自己署名証明書が保持されます。階層構造全体における信頼性は、ルート CA 
の RSA キー ペアから得られます。階層構造内の下位 CA は、ルート CA または別の下位 CA に登録で

きます。CA の複数の階層が、ルート CA または別の下位 CA で設定されます。階層型 PKI 内では、登

録されているすべてのピアが信頼できるルート CA 証明書または共通の下位 CA を共有している場合、

証明書を相互に検証できます。
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複数 CA を使用する場合 
複数 CA を使用することにより、柔軟性および信頼性が向上します。たとえば、ルート CA を本社オ

フィスに配置し、下位 CA をブランチ オフィスに配置できます。また、CA ごとに異なる許可ポリシー

を実行できるため、階層構造内の、ある CA では各証明書要求を手動で許可する必要があるように、別

の CA では証明書要求を自動的に許可するように設定できます。

少なくとも 2 階層の CA が推奨されるシナリオは、次のとおりです。

• 多数の証明書が失効し、再発行される大規模かつ非常にアクティブなネットワーク。複数の階層を

使用することにより、CA は Certificate Revocation List（CRL; 証明書失効リスト）のサイズを制

御しやすくなります。

• 下位の CA 証明書を発行する場合を除いて、オンラインの登録プロトコルが使用されているとき

は、ルート CA をオフラインにしておくことができます。このシナリオでは、ルート CA のセキュ

リティが向上します。

CA の認証

装置に自身の証明書が発行されて証明書登録が発生する前に、CA の証明書が認証される必要がありま

す。CA の認証は通常、ルータで PKI サポートを初期設定するときにだけ実行されます。CA を認証す

るには、crypto pki authenticate コマンドを発行します。これにより、CA の公開キーが組み込まれた 
CA の自己署名証明書が取得されて CA がルータに対して認証されます。

fingerprint コマンドによる認証

Cisco IOS Release 12.3(12) 以降では、fingerprint コマンドを発行して、認証時に CA 証明書のフィン

ガープリントと照合するフィンガープリントを事前入力できます。

フィンガープリントがトラスト ポイントにあらかじめ入力されていない場合や、認証要求がインタラ

クティブでない場合は、CA 証明書の認証時に表示されるフィンガープリントを検証する必要がありま

す。認証要求がインタラクティブでない場合、事前入力フィンガープリントがないと、証明書は拒否さ

れます。

（注） 認証要求が Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用して行われる場

合、その要求はインタラクティブな要求です。認証要求が HTTP または別の管理ツールを使用して行

われる場合、その要求はインタラクティブでない要求です。

サポートされる証明書の登録方式 
Cisco IOS ソフトウェアは、CA から証明書を取得するために次の方式をサポートしています。

• Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）：HTTP を使用して CA または Registration 
Authority（RA; 登録局）と通信する、シスコシステムズが開発した登録プロトコル。SCEP は、

要求および証明書の送受信用に も一般的に使用される方式です。

（注） 自動証明書およびキー ロールオーバー機能を活用するには、ロールオーバーをサポートする 
CA を実行する必要があります。また、クライアント登録方式として SCEP を使用する必要

があります。

Cisco IOS CA を実行する場合は、ロールオーバーをサポートするために Cisco IOS Release 
12.4(2)T 以降のリリースを実行する必要があります。
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• PKCS12：ルータは、外部のサーバから証明書を PKCS12 形式でインポートします。

• IOS File System（IFS; IOS ファイル システム）：ルータは、Cisco IOS ソフトウェアでサポートさ

れるファイル システム（TFTP、FTP、フラッシュ、および NVRAM など）を使用して証明書要

求を送信し、発行された証明書を受信します。ユーザの CA が SCEP をサポートしない場合、IFS 
証明書登録をイネーブルにできます。

（注） Cisco IOS Release 12.3(4)T 以前のリリースでは、IFS 内で TFTP ファイル システムだけが

サポートされます。

• 手動でのカットアンドペースト：ルータはコンソール端末に証明書要求を表示し、ユーザはコン

ソール端末で発行された証明書を入力できます。ルータと CA の間にネットワーク接続がない場

合、ユーザは証明書要求および証明書を手動でカットアンドペーストできます。

• 登録プロファイル：ルータは、HTTP ベースの登録要求を RA モードの Certificate Server（CS; 証
明書サーバ）ではなく、CA サーバに直接送信します。CA サーバが SCEP をサポートしない場合

に、登録プロファイルを使用できます。

• トラストポイントの自己署名証明書登録：セキュア HTTP（HTTPS）サーバは、Secure Socket 
Layer（SSL; セキュア ソケット レイヤ）ハンドシェイク時に使用される自己署名証明書を生成し、

HTTPS サーバとクライアントの間にセキュアな接続を確立します。自己署名証明書は、ルータの

スタートアップ コンフィギュレーション（NVRAM）に保存されます。保存された自己署名証明

書は、将来の SSL ハンドシェイクに使用できます。これにより、ルータがリロードされる度に、

証明書を受け入れるために必要だったユーザによる介入が不要になります。

（注） 自動登録および自動再登録を活用するには、登録方式として、TFTP または手動でのカットアンドペー

スト登録を使用しないでください。TFTP およびカットアンドペーストによる手動での登録方式は手動

の登録プロセスでは、ユーザによる入力が必要です。

PKI の証明書登録のための Cisco IOS Suite-B サポート

Suite B の要件は、IKE および IPSec で使用するための暗号化アルゴリズムの 4 つのユーザ インター

フェイス スイートで構成され、RFC 4869 に記述されています。各スイートは、暗号化アルゴリズム、

デジタル署名アルゴリズム、キー合意アルゴリズム、ハッシュまたはメッセージ ダイジェスト アルゴ

リズムで構成されています。

Suite-B によって、PKI の証明書登録に次のサポートが追加されます。

• X.509 証明書内の署名操作で、Elliptic Curve Digital Signature Algorithm（ECDSA; 楕円曲線デジ

タル署名アルゴリズム）（256 ビットおよび 384 ビットの曲線）が使用されます。

• ECDSA の署名を使用した X.509 証明書の確認で PKI がサポートされます。

• ECDSA の署名を使用した証明書要求の生成、および発行された証明書の IOS へのインポートで、

PKI がサポートされます。

Cisco IOS での Suite-B サポートに関する詳細については、『Configuring Security for VPNs with IPsec』
フィーチャ モジュールを参照してください。
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  PKI の証明書登録に関する情報
登録局 
Cisco IOS 証明書サーバは、RA モードで実行できるように設定できます。RA は、CA から認証および

認可責任をオフロードします。RA が SCEP または手動での登録要求を受信すると、管理者はローカル 
ポリシーごとに要求を拒否または許可できます。要求が許可された場合、その要求は発行元 CA に転送

されます。また、自動的に証明書を生成して、証明書を RA に返すように CA を設定できます。クライ

アントは、許可された証明書を RA から後で取得できます。

自動証明書登録

証明書自動登録を使用すると、CA クライアントは、CA サーバから証明書を自動的に要求できます。

この自動ルータ要求では、登録要求が CA サーバに送信された時点で、オペレータによる介入が不要に

なります。自動登録は、設定済みの、有効なクライアント証明書を持っていないトラストポイント CA 
の起動時に実行されます。証明書が失効すると、新しい証明書が自動的に要求されます。

（注） 自動登録が設定されると、クライアントは自動的にクライアント証明書を要求します。CA サーバは、

独自の許可チェックを実行します。このチェックに証明書を自動的に発行するポリシーが含まれている

場合は、すべてのクライアントが自動的に証明書を受信しますが、これはそれほど安全ではありませ

ん。そのため、自動証明書登録を追加の認証および許可メカニズム（既存の証明書およびワンタイム 
パスワードを活用した Secure Device Provisioning（SDP）など）と組み合せる必要があります。

自動クライアント証明書およびキー ロールオーバー

デフォルトでは、自動証明書登録機能により、クライアントの現在の証明書が失効する前に、CS から

新しいクライアント証明書とキーが要求されます。証明書およびキー ロールオーバーにより、新しい

キーおよび証明書、ロールオーバー、証明書が利用可能になるまで、現在のキーおよび証明書を保持し

て証明書が失効する前に証明書更新ロールオーバー要求を行うことができます。指定された時間が経過

すると、ロールオーバー証明書およびキーがアクティブになります。失効した証明書およびキーは、

ロールオーバー時にただちに削除され、証明書チェーンおよび CRL から削除されます。

自動ロールオーバーのセットアップは 2 段階で行われます。まず CA クライアントが自動的に登録さ

れ、クライアントの CA が自動的に登録される必要があります。さらに auto-rollover コマンドがイ

ネーブルになる必要があります。CA サーバを自動証明書ロールオーバー用に設定する場合の詳細につ

いては、『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の「Configuring and 
Managing a Cisco IOS Certificate Server for PKI Deployment」の章にある「Automatic CA Certificate 
and Key Rollover」の項を参照してください。

任意の renewal percentage パラメータを auto-enroll コマンドと一緒に使用すると、証明書の指定され

たパーセンテージの有効期間が経過したときに、新しい証明書を要求できます。たとえば、更新パーセ

ンテージが 90 に設定され、証明書の有効期間が 1 年の場合は、古い証明書が失効する 36.5 日前に新し

い証明書が要求されます。自動ロールオーバーが発生するには、更新パーセンテージが 100 未満であ

る必要があります。指定するパーセント値は、10 以上でなくてはなりません。CA 証明書の失効が差

し迫っているため、有効設定期間よりも短い期間のクライアント証明書を発行する場合、その期間の残

り日数に対してロールオーバー証明書が発行されます。 低でも、設定されている有効期間の 10 % 
と、ロールオーバーが機能するのに十分な時間（絶対 小値：3 分）を見込んでおく必要があります。

ヒント CA 自動登録がイネーブルになっておらず、現在のクライアント証明書の有効期間が、対応する CA 証
明書の有効期間と同じか、それよりも長い場合は、crypto pki enroll コマンドを使用して既存のクライ

アント上で手動でロールオーバーを開始できます。
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クライアントはロールオーバー プロセスを開始しますが、このプロセスは、サーバが自動ロールオー

バーに設定され、利用可能なロールオーバー サーバ証明書を保持している場合にだけ発生します。

（注） キー ペアが auto-enroll re-generate コマンドおよびキーワードによって設定されている場合は、キー 
ペアも送信されます。新しいキー ペアは、セキュリティ上の問題に対処するために発行することを推

奨します。

証明書登録プロファイル 
登録プロファイルを使用すると、証明書認証、登録および再登録の各パラメータを指定するよう求めら

れたときにユーザは、これらのパラメータを指定できます。これらのパラメータ値は、プロファイルを

構成する 2 つのテンプレートによって参照されます。このうち、1 つのテンプレートには、CA の証明

書を取得するために CA サーバに送られる HTTP 要求のパラメータ（証明書認証としても知られる）

が含まれ、もう 1 つのテンプレートには、証明書を登録するために CA に送られる HTTP 要求のパラ

メータが含まれます。

2 つのテンプレートを設定すると、ユーザは、証明書の認証と登録用に異なる URL または方法を指定で

きます。たとえば、認証（CA の証明書の取得）を TFTP によって（authentication url コマンドを使用

して）実行できる一方で、（enrollment terminal コマンドを使用して）登録を手動で実行できます。

Cisco IOS Release 12.3(11)T 以前のリリースでは、証明書要求は PKCS10 形式でしか送信できません

でしたが、現在では、プロファイルにパラメータが追加されたことにより、証明書更新要求用に 
PKCS7 形式を指定できるようになりました。

（注） 1 つの登録プロファイルには、タスクごとに 大 3 つのセクション（証明書の認証、登録および再登

録）を指定できます。

PKI の証明書登録を設定する方法
ここでは、次の登録の任意手順について説明します。登録または自動登録を設定する（ 初の作業）場

合は、手動での証明書登録を設定できません。また、TFTP またはカットアンドペーストによる手動で

の証明書登録を設定した場合、自動登録、自動再登録、登録プロファイルは設定できず、自動 CA 証明

書ロールオーバー機能も利用できません。

• 「証明書登録または自動登録の設定」（P.6）

• 「手動での証明書登録の設定」（P.11）

• 「登録用の永続的自己署名証明書の SSL による設定」（P.21）

• 「登録または再登録用の証明書登録プロファイルの設定」（P.24）

証明書登録または自動登録の設定 
PKI に参加しているクライアントの証明書登録を設定するには、次の作業を実行します。
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  PKI の証明書登録を設定する方法
自動登録の前提条件

自動証明書登録要求を設定する前に、必要な登録情報がすべて設定されていることを確認する必要があ

ります。

自動クライアント証明書およびキー ロールオーバーをイネーブルにするための前提条件

自動登録を使用するときには、証明書ロールオーバーの CA クライアント サポートが自動的にイネーブ

ルになります。自動 CA 証明書ロールオーバーを正常に実行するには、次の前提条件が適用されます。

• ネットワーク装置はシャドウ PKI をサポートしている必要があります。

• クライアントは Cisco IOS Release 12.4(2)T 以降のリリースを実行している必要があります。

• クライアントの CS は自動ロールオーバーをサポートする必要があります。CA サーバの自動ロー

ルオーバー設定コンフィギュレーションに関する詳細については、『Cisco IOS Security 
Configuration Guide: Secure Connectivity』「Configuring and Managing a Cisco IOS Certificate 
Server for PKI Deployment」の章にある「Automatic CA Certificate and Key Rollover」を参照し

てください。

自動登録の初期キー生成場所を指定するための前提条件

自動登録の初期キー生成場所を指定するには、Cisco IOS Release 12.4(11)T 以降のリリースを実行する

必要があります。

自動登録の制約事項

自動登録の RSA キー ペアに関する制約事項

regenerate コマンドまたは auto-enroll コマンドの regenerate キーワードを使用して新しいキー ペア

を生成するように設定されたトラストポイントは、他のトラストポイントとキー ペアを共有してはな

りません。各トラストポイントに独自のキー ペアを付与するには、CA トラストポイント コンフィ

ギュレーション モードで rsakeypair コマンドを使用します。再生トラストポイント間でのキー ペアの

共有がサポートされていない場合にキー ペアを共有すると、キーと証明書が一致しなくなるため、ト

ラストポイントの一部のサービスが失われます。

自動クライアント証明書およびキー ロールオーバーに関する制約事項

クライアントが自動 CA 証明書ロールオーバーを正常に実行するには、次の制約事項が適用されます。

• SCEP を使用してロールオーバーをサポートする必要があります。SCEP の代わりに証明書管理プロ

トコルまたはメカニズム（登録プロファイル、手動での登録、または TFTP による登録など）を使用

して、PKI に登録する装置では、SCEP で提供されているロールオーバー機能を利用できません。

• シャドウ証明書の生成後に、設定をスタートアップ コンフィギュレーションに保存できない場合、

ロールオーバーは発生しません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name [sign | verify]

4. enrollment [mode] [retry period minutes] [retry count number] url url [pem]

5. eckeypair label

6. subject-name [x.500-name] 
7
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7. ip address {ip-address | interface | none}

8. serial-number [none] 

9. auto-enroll [percent] [regenerate] 

10. usage method1 [method2 [method3]]

11. password string

12. rsakeypair key-label [key-size [encryption-key-size]]

13. fingerprint ca-fingerprint

14. on devicename:

15. exit

16. crypto pki authenticate name 

17. exit

18. copy system:running-config nvram:startup-config 

19. show crypto pki certificates

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint mytp

トラストポイントおよび設定された名前を宣言して、CA 
トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始

します。
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ステップ 4 enrollment [mode] [retry period minutes] 
[retry count number] url url [pem] 

例：
Router(ca-trustpoint)# enrollment url 
http://cat.example.com

ルータが証明書要求を送信する CA の URL を指定します。

• mode：CA システムが RA を提供する場合は、RA 
モードを指定します。

• retry period minutes：証明書要求を再試行するまでの

待機時間を指定します。デフォルトでは、1 分間隔で

再試行します。

• retry count number：直前の要求に対する応答をルータ

が受信しないとき、ルータが証明書要求を再送信する回

数を指定します（1 ～ 100 回の範囲で指定できます）。

• url url：ルータが証明書要求を送信するファイル シス

テムの URL。登録方式のオプションについては、

『Cisco IOS Security Command Reference』の 
enrollment コマンドを参照してください。

• pem：証明書要求に Privacy Enhanced Mail（PEM）

の境界を追加します。

（注） 自動登録をサポートするには、TFTP または手動で

のカットアンドペースト以外の登録方式を設定す

る必要があります。

ステップ 5 eckeypair label

例：
Router(ca-trustpoint)# eckeypair Router_1_Key

（任意）ECDSA の署名を使用して証明書要求を生成する 
Elliptic Curve（EC）キーを使用するように、トラストポ

イントを設定します。label 引数には、EC キーのラベルを

指定します。このラベルは、グローバル コンフィギュレー

ション モードで crypto key generate rsa または crypto 
key generate ec keysize コマンドを使用して設定します。

詳細については、『Configuring Internet Key Exchange for 
IPsec VPNs』フィーチャ モジュールを参照してください。

（注） トラストポイントの設定を使用せずに ECDSA の
署名を持つ証明書をインポートする場合、ラベル

にはデフォルトで FQDN の値が使用されます。

ステップ 6 subject-name [x.500-name] 

例：
Router(ca-trustpoint)# subject-name cat

（任意）証明書要求で使用される件名を指定します。

• x.500-name：この名前が指定されていない場合、

Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修飾ドメ

イン名）が使用されます。FQDN はデフォルトの件名

です。

ステップ 7 ip address {ip-address | interface | none}

例：
Router(ca-trustpoint)# ip address 
192.168.1.66

（任意）指定されたインターフェイスの IP アドレスを証明

書要求に含めます。

• IP アドレスを含めない場合は、none キーワードを発

行します。

（注） このコマンドがイネーブルになっている場合、こ

のトラストポイントの登録時に IP アドレスのプロ

ンプトは表示されません。

ステップ 8 serial-number [none] 

例：
Router(ca-trustpoint)# serial-number

（任意）none キーワードが発行されない限り、証明書要求

でルータのシリアル番号を指定します。

• none キーワードを発行し、シリアル番号が証明書要求

に含まれないことを指定します。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 9 auto-enroll [percent] [regenerate] 

例：
Router(ca-trustpoint)# auto-enroll regenerate

（任意）自動登録をイネーブルにします。これにより、ク

ライアントは CA から自動的にロールオーバー証明書を要

求できます。

• 自動登録イネーブルでない場合、証明書の失効時にク

ライアントを手動で PKI に再登録する必要があります。

• デフォルトでは、ルータの Domain Name System
（DNS; ドメイン ネーム システム）名だけが証明書に

含められます。

• 現行の証明書の有効期間が指定のパーセンテージに達

したときに、新しい証明書が要求されるように指定す

るには、percent 引数を使用します。

• 名前付きのキーがすでに存在する場合でも、証明書の

新しいキーを生成するには、regenerate キーワードを

使用します。

（注） ロールオーバー中のキー ペアがエクスポート可能

な場合、新しいキー ペアもエクスポート可能です。

次のコメントがトラストポイント コンフィギュ

レーションに表示され、キー ペアがエクスポート

可能かどうかが示されます。

「!RSA key pair associated with trustpoint is 
exportable.」

（注） 新しいキー ペアは、セキュリティ上の問題に対処

するために生成することを推奨します。

ステップ 10 usage method1 [method2 [method3]] 

例：
Router(ca-trustpoint)# usage ssl-client

（任意）証明書の目的の用途を指定します。

• 指定可能なオプションは ike、ssl-client、および 
ssl-server です。デフォルトは ike です。

ステップ 11 password string

例：
Router(ca-trustpoint)# password string1

（任意）証明書の失効パスワードを指定します。

• このコマンドがイネーブルになっている場合、このトラ

ストポイントの登録時にパスワードは求められません。

（注） SCEP が使用されている場合、このパスワードを使

用して証明書要求を認可できます（多くの場合、

ワンタイム パスワードまたは類似のメカニズムに

よって行われます）。

ステップ 12 rsakeypair key-label [key-size 
[encryption-key-size]]

例：
Router(ca-trustpoint)# rsakeypair cat

（任意）証明書に関連付けるキー ペアを指定します。

• key-label 付きのキー ペアがまだ存在しない、あるいは 
auto-enroll regenerate コマンドが発行された場合は、

登録時にキー ラベル付きのキー ペアが生成されます。

• キーを生成するための key-size 引数を指定し、

encryption-key-size 引数を指定して、個別の暗号化、

署名キー、および証明書を要求します。

（注） このコマンドがイネーブルでない場合に、FQDN 
キー ペアが使用されます。

コマンドまたはアクション 目的
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手動での証明書登録の設定 
手動での証明書登録は、TFTP または手動でのカットアンドペースト方式によって設定できます。これら

の方式は両方とも、CA が SCEP をサポートしない場合またはルータと CA 間のネットワーク接続が不可

能な場合に使用できます。手動での証明書登録を設定するには、次のいずれかの作業を実行します。

• 「カットアンドペーストによる証明書登録の設定」（P.12）

• 「TFTP による証明書登録の設定」（P.14）

ステップ 13 fingerprint ca-fingerprint

例：
Router(ca-trustpoint)# fingerprint 12EF53FA 
355CD23E 12EF53FA 355CD23E

（任意）認証時に CA 証明書のフィンガープリントと照合

するフィンガープリントを指定します。

（注） フィンガープリントが指定されておらず、CA 証明

書の認証がインタラクティブな場合、フィンガー

プリントは検証用に表示されます。

ステップ 14 on devicename:

例：
Router(ca-trustpoint)# on usbtoken0:

（任意）自動登録の初期キー生成時に、RSA キーが指定さ

れた装置に対して作成されるよう指定します。

• 指定可能な装置には、NVRAM、ローカル ディスク、

および Universal Serial Bus（USB; ユニバーサル シリ

アル バス）トークンがあります。USB トークンは、

ストレージ デバイス以外に、暗号化装置として使用で

きます。USB トークンを暗号化装置として使用する

と、トークンでキー生成、署名、認証などの RSA 操
作を実行できます。

ステップ 15 exit

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 16 crypto pki authenticate name

例：
Router(config)# crypto pki authenticate mytp

CA 証明書を取得して、認証します。

• 証明書フィンガープリントをチェックするよう求められ

た場合、証明書フィンガープリントをチェックします。

（注） CA 証明書がコンフィギュレーションにすでにロー

ドされている場合、このコマンドはオプションです。

ステップ 17 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 18 copy system:running-config 
nvram:startup-config 

例：
Router# copy system:running-config 
nvram:startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションを NVRAM スタート

アップ コンフィギュレーションにコピーします。

（注） 実行コンフィギュレーションが変更されていても 
NVRAM に書き込まれていない場合は、自動登録

によって NVRAM が更新されません。

ステップ 19 show crypto pki certificates

例：
Router# show crypto pki certificates

（任意）ロールオーバー証明書などの、証明書に関する情

報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
11
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  PKI の証明書登録を設定する方法
• 「Trend Micro サーバとセキュアな通信を行うための URL リンクの認証」（P.17）

証明書登録要求用の PEM 形式ファイル

証明書要求用の PEM 形式ファイルは、端末またはプロファイルベースの登録を使用して CA サーバか

ら証明書を要求する場合に役立ちます。PEM 形式ファイルを使用すると、Cisco IOS ルータで既存の

証明書を直接使用できます。

手動での証明書登録に関する制約事項 

SCEP の制約事項

SCEP が使用されている場合、URL を切り替えることは推奨しません。つまり、登録 URL が
「http://myca」である場合、CA 証明書を取得した後と証明書を登録する前で、登録 URL を変更しない

でください。ユーザは、TFTP と手動でのカットアンドペーストを切り替えることができます。

キー再生に関する制約事項

crypto key generate コマンドを使用して、キーを手動で再生しないでください。キーの再生は、

regenerate キーワードを指定して crypto pki enroll コマンドを発行します。

カットアンドペーストによる証明書登録の設定

この作業は、カットアンドペーストによる証明書登録を設定するために実行します。PKI に参加してい

るピアに対してカットアンドペースト方式による手動での証明書登録を設定するには、次の作業を実行

します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. enrollment terminal [pem]

5. fingerprint ca-fingerprint

6. exit

7. crypto pki authenticate name

8. crypto pki enroll name

9. crypto pki import name certificate

10. exit

11. show crypto pki certificates
12
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  PKI の証明書登録を設定する方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint mytp

トラストポイントおよび設定された名前を宣言して、CA 
トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 enrollment terminal [pem]

例：
Router(ca-trustpoint)# enrollment terminal

カットアンドペーストによる手動での証明書登録方式を指

定します。

• 証明書要求は、手動でコピー（または切り取り）でき

るように、コンソール端末上に表示されます。

• pem：PEM 形式の証明書要求をコンソール端末に対し

て生成するようトラストポイントを設定します。

ステップ 5 fingerprint ca-fingerprint

例：
Router(ca-trustpoint)# fingerprint 12EF53FA 
355CD23E 12EF53FA 355CD23E

（任意）認証時に CA 証明書のフィンガープリントと照合

するフィンガープリントを指定します。

（注） フィンガープリントが指定されていない場合は、

フィンガープリントは検証用に表示されます。

ステップ 6 exit 

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 7 crypto pki authenticate name

例：
Router(config)# crypto pki authenticate mytp

CA 証明書を取得して、認証します。

ステップ 8 crypto pki enroll name

例：
Router(config)# crypto pki enroll mytp

証明書要求を生成し、証明書サーバにコピーおよびペース

トするために要求を表示します。

• 証明書要求にルータの FQDN および IP アドレスを含

めるかどうかなどの登録情報を求められます。コン

ソール端末に対して証明書要求を表示するかについて

も選択できます。

• 必要に応じて、Base 64 符号化証明書を PEM ヘッダー

を付けて、または付けずに表示します。
13
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TFTP による証明書登録の設定

この作業は、TFTP による証明書登録を設定するために実行します。この作業を実行すると、TFTP 
サーバを使用して手動で証明書登録を設定できます。

TFTP による証明書登録の前提条件

• TFTP によって証明書登録を設定する場合は、使用する適切な URL がわかっている必要があります。

• ルータは、crypto pki enroll コマンドで TFTP サーバにファイルを書き込むことができる必要があ

ります。

• ファイル指定と共に enrollment コマンドを使用する場合、ファイルには、バイナリ フォーマット

または Base 64 符号化の CA 証明書が含まれている必要があります。

• ご使用の CA が証明書要求内のキーの用途情報を無視し、汎用目的の証明書だけを発行するかどう

かを知っておく必要があります。

注意 一部の TFTP サーバでは、サーバが書き込み可能になる前に、ファイルがサーバ上に存在している

必要があります。

ほとんどの TFTP サーバでは、ファイルを上書きできる必要があります。任意のルータまたは他の

ステップ 9 crypto pki import name certificate

例：
Router(config)# crypto pki import mytp 
certificate

コンソール端末で証明書を手動でインポートします（貼り

付けます）。

• Base 64 符号化証明書はコンソール端末から受け取ら

れ、内部証明書データベースに挿入されます。

（注） 用途キー、署名キー、および暗号キーを使用する

場合は、このコマンドを 2 度入力する必要があり

ます。このコマンドが初めて入力されたとき、証

明書の 1 つがルータにペーストされます。このコ

マンドが 2 回目に入力されたとき、もう 1 つの証

明書がルータにペーストされます。どちらの証明

書が先にペーストされても問題ありません。

（注） 一部の CA は、証明書要求の用途キー情報を無視

し、汎用目的の証明書を発行します。ご使用の認

証局がこれに該当する場合は、汎用目的の証明書

をインポートしてください。ルータは、生成され

る 2 つのキー ペアのいずれも使用しません。

ステップ 10 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 11 show crypto pki certificates

例：
Router# show crypto pki certificates

（任意）証明書、CA の証明書、および RA 証明書に関する

情報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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装置によって証明書要求が書き込まれたり、上書きされることがあるため、この要件によって危険

が生じる可能性があります。そのため、証明書要求を許可する前に、まず登録要求フィンガープリ

ントをチェックする必要がある CA 管理者は交換証明書要求を使用しません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. enrollment [mode] [retry period minutes] [retry count number] url url [pem] 

5. fingerprint ca-fingerprint

6. exit

7. crypto pki authenticate name

8. crypto pki enroll name

9. crypto pki import name certificate

10. exit

11. show crypto pki certificates

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint mytp

トラストポイントおよび設定された名前を宣言して、CA 
トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 enrollment [mode] [retry period minutes] 
[retry count number] url url [pem] 

例：
Router(ca-trustpoint)# enrollment url 
tftp://certserver/file_specification

登録要求を送信して、CA 証明書とルータ証明書および任

意のオプションのパラメータを取得するための登録方式と

して TFTP を指定します。

（注） TFTP 登録の場合、URL は TFTP URL
（tftp://example_tftp_url）として設定する必要があ

ります。

• TFTP URL には、任意のファイル指定ファイル名を使

用できます。ファイル指定が含まれていない場合は、

FQDN が使用されます。ファイル指定が含まれている

場合は、ルータは指定されたファイル名に「.ca」とい

う拡張子を付加します。
15
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ステップ 5 fingerprint ca-fingerprint

例：
Router(ca-trustpoint)# fingerprint 12EF53FA 
355CD23E 12EF53FA 355CD23E

（任意）CA 管理者からアウトオブバンド方式によって受け

取る CA 証明書のフィンガープリントを指定します。

（注） フィンガープリントが指定されていない場合は、

フィンガープリントは検証用に表示されます。

ステップ 6 exit 

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了し、グローバル コンフィギュレーション モードに戻り

ます。

ステップ 7 crypto pki authenticate name

例：
Router(config)# crypto pki authenticate mytp

指定された TFTP サーバから CA 証明書を取得して認証し

ます。

ステップ 8 crypto pki enroll name

例：
Router(config)# crypto pki enroll mytp

証明書要求を生成し、この要求を TFTP サーバに書き込み

ます。

• 証明書要求にルータの FQDN および IP アドレスを含

めるかどうかなどの登録情報を求められます。コン

ソール端末に証明書要求を表示するかどうかについて

尋ねられます。

• 書き込まれるファイル名には「.req」という拡張子が

付加されます。用途キー、署名キー、および暗号キー

の場合、2 つの要求が生成されて送信されます。用途

キーの要求ファイル名には、拡張子「-sign.req」およ

び「-encr.req」がそれぞれ付加されます。

ステップ 9 crypto pki import name certificate

例：
Router(config)# crypto pki import mytp 
certificate

許可された証明書を取得するコンソール端末で、TFTP に
よって証明書をインポートします。

• ルータは、拡張子が「.req」から「.crt」に変更された

ことを除いて、要求の送信に使用した同じファイル名

を使用して、許可された証明書を TFTP によって取得

しようと試みます。用途キー証明書の場合、拡張子

「-sign.crt」および「-encr.crt」が使用されます。

• ルータは、受信したファイルを解析して証明書を検証

し、証明書をルータの内部証明書データベースに挿入

します。

（注） 一部の CA は、証明書要求の用途キー情報を無視

し、汎用目的の証明書を発行します。ご使用の CA 
が証明書要求の用途キー情報を無視する場合は、

汎用目的の証明書だけをインポートしてください。

ルータは、生成される 2 つのキー ペアのいずれも

使用しません。

コマンドまたはアクション 目的
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Trend Micro サーバとセキュアな通信を行うための URL リンクの認証

この作業は、Trend Micro サーバとセキュアに通信できるようにする URL フィルタリングで使用され

るリンクを認証するために実行します。

手順の概要

1. enable

2. clock set hh:mm:ss date month year

3. configure terminal

4. clock timezone zone hours-offset [minutes-offset]

5. ip http server

6. hostname name

7. ip domain-name name

8. crypto key generate rsa general-keys modulus modulus-size

9. crypto pki trustpoint name

10. enrollment terminal

11. crypto ca authenticate name

12. Base 64 符号化の CA 証明書が含まれている次のテキスト部分をコピーし、プロンプトにペースト

します。

13. yes と入力し、この証明書を受け入れます。

14. serial-number

15. revocation-check none

16. end

17. trm register

ステップ 10 exit

例：
Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 11 show crypto pki certificates

例：
Router# show crypto pki certificates

（任意）証明書、CA の証明書、および RA 証明書に関する

情報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clock set hh:mm:ss date month year

例：
Router# clock set 23:22:00 22 Dec 2009

ルータのクロックを設定します。

ステップ 3 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 4 clock timezone zone hours-offset 
[minutes-offset]

例：
Router(config)# clock timezone PST -08

時間帯を設定します。

• zone 引数は、時間帯を表す名前（通常は標準的な略

語）です。hours-offset 引数は、使用する時間帯が 
Universal Time Coordinated（UTC; 協定世界時）から

異なる時間数です。minutes-offset 引数は、使用する時

間帯が UTC から異なる分数です。

（注） clock timezone コマンドの minutes-offset 引数は、

ローカル時間帯の UTC または Greenwich Mean 
Time（GMT; グリニッジ標準時）からの差が 1 時
間未満の割合で異なる場合に使用できます。たと

えば、Atlantic Canada（AST; カナダ大西洋時間）

の一部の地区の時間帯が UTC–3.5 の場合です。こ

の場合、使用するコマンドは clock timezone AST 
–3 30 になります。

ステップ 5 ip http server

例：
Router(config)# ip http server

HTTP サーバをイネーブルにします。

ステップ 6 hostname name

例：
Router(config)# hostname hostname1

ルータのホスト名を設定します。

ステップ 7 ip domain-name name

例：
Router(config)# ip domain-name example.com

ルータのドメイン名を定義します。
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ステップ 8 crypto key generate rsa general-keys modulus 
modulus-size

例：
Router(config)# crypto key generate rsa 
general-keys modulus general

暗号キーを生成します。

• general-keys キーワードは、汎用のキー ペアが生成さ

れることを指定します。これがデフォルトです。

• modulus キーワードと modulus-size 引数は、キーのモ

ジュラスの IP サイズを指定します。デフォルトでは、

CA キーのモジュラス サイズは 1024 ビットです。汎

用キーのモジュラスのサイズを 360 ～ 2048 の範囲で

選択します。キーのモジュラスのサイズに 512 を超え

る値を選択した場合、ルータでのコマンド処理に数分

かかることがあります。

（注） 生成される汎用キーの名前は、手順 7 で設定した

ドメイン名に基づきます。たとえば、キーの名前

は「example.com」になります。

ステップ 9 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint mytp

ルータが使用する CA を宣言し、CA トラストポイント コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

（注） Cisco IOS Release 12.3(8)T で有効です。crypto ca 
trustpoint コマンドは crypto pki trustpoint コマ

ンドに置き換えられました。

ステップ 10 enrollment terminal

例：
Router(ca-trustpoint)# enrollment terminal

カットアンドペーストによる手動での証明書登録方式を指

定します。

• 証明書要求は、手動でコピー（または切り取り）でき

るように、コンソール端末上に表示されます。

ステップ 11 crypto ca authenticate name

例：
Router(ca-trustpoint)# crypto ca authenticate 
mytp

CA の名前を引数として取得し、これを認証します。

• 次のコマンドの出力が表示されます。

Enter the base 64 encoded CA certificate.
End with a blank line or the word "quit" on 
a line by itself.

コマンドまたはアクション 目的
19



PKI の証明書登録の設定

  PKI の証明書登録を設定する方法
ステップ 12 Base 64 符号化の CA 証明書が含まれている右のテ

キスト部分をコピーし、プロンプトにペーストしま

す。

MIIDIDCCAomgAwIBAgIENd70zzANBgkqhkiG9w0BAQUFADBOMQs
wCQYDVQQGEwJV
UzEQMA4GA1UEChMHRXF1aWZheDEtMCsGA1UECxMkRXF1aWZheCB
TZWN1cmUgQ2Vy
dGlmaWNhdGUgQXV0aG9yaXR5MB4XDTk4MDgyMjE2NDE1MVoXDTE
4MDgyMjE2NDE1
MVowTjELMAkGA1UEBhMCVVMxEDAOBgNVBAoTB0VxdWlmYXgxLTA
rBgNVBAsTJEVx
dWlmYXggU2VjdXJlIENlcnRpZmljYXRlIEF1dGhvcml0eTCBnzA
NBgkqhkiG9w0B
AQEFAAOBjQAwgYkCgYEAwV2xWGcIYu6gmi0fCG2RFGiYCh7+2gR
vE4RiIcPRfM6f
BeC4AfBONOziipUEZKzxa1NfBbPLZ4C/QgKO/t0BCezhABRP/Pv
wDN1Dulsr4R+A
cJkVV5MW8Q+XarfCaCMczE1ZMKxRHjuvK9buY0V7xdlfUNLjUA8
6iOe/FP3gx7kC
AwEAAaOCAQkwggEFMHAGA1UdHwRpMGcwZaBjoGGkXzBdMQswCQY
DVQQGEwJVUzEQ
MA4GA1UEChMHRXF1aWZheDEtMCsGA1UECxMkRXF1aWZheCBTZWN
1cmUgQ2VydGlm
aWNhdGUgQXV0aG9yaXR5MQ0wCwYDVQQDEwRDUkwxMBoGA1UdEAQ
TMBGBDzIwMTgw
ODIyMTY0MTUxWjALBgNVHQ8EBAMCAQYwHwYDVR0jBBgwFoAUSOZ
o+SvSspXXR9gj
IBBPM5iQn9QwHQYDVR0OBBYEFEjmaPkr0rKV10fYIyAQTzOYkJ/
UMAwGA1UdEwQF
MAMBAf8wGgYJKoZIhvZ9B0EABA0wCxsFVjMuMGMDAgbAMA0GCSq
GSIb3DQEBBQUA
A4GBAFjOKer89961zgK5F7WF0bnj4JXMJTENAKaSbn+2kmOeUJX
Rmm/kEd5jhW6Y
7qj/WsjTVbJmcVfewCHrPSqnI0kBBIZCe/zuf6IWUrVnZ9NA2zs
mWLIodz2uFHdh
1voqZiegDfqnc1zqcPGUIWVEX/r87yloqaKHee9570+sB3c4

次のコマンドの出力が表示されます。

Certificate has the following attributes:
       Fingerprint MD5: 67CB9DC0 13248A82 9BB2171E 
D11BECD4 
      Fingerprint SHA1: D23209AD 23D31423 2174E40D 
7F9D6213 9786633A 

ステップ 13 yes と入力し、この証明書を受け入れます。 % Do you accept this certificate? [yes/no]: yes

次のコマンドの出力が表示されます。

Trustpoint CA certificate accepted.
% Certificate successfully imported

ステップ 14 serial-number

例：
hostname1(ca-trustpoint)# serial-number

ルータのシリアル番号を証明書要求で指定します。

ステップ 15 revocation-check none

例：
hostname1(ca-trustpoint)# revocation-check 
none

証明書の確認が無視されることを指定します。

コマンドまたはアクション 目的
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登録用の永続的自己署名証明書の SSL による設定

ここでは、次の作業について説明します。

• 「トラストポイントの設定および自己署名証明書パラメータの指定」（P.22） 

• 「HTTPS サーバのイネーブル化」（P.23） 

（注） これらの作業は任意です。これは、HTTPS サーバをイネーブルにした場合、このサーバがデフォルト

値を使用して自動的に自己署名証明書を生成するからです。

永続的自己署名証明書の概要

SSL プロトコルは、HTTPS サーバとクライアント（Web ブラウザ）の間でセキュアな接続を確立する

ために使用されます。SSL ハンドシェイクの間、クライアントは、すでに所有している証明書を使用

して SSL サーバの証明書が検証可能であると想定します。

Cisco IOS ソフトウェアが HTTP サーバで使用できる証明書を保持していない場合、サーバは、PKI 
Application Programming Interface（API; アプリケーション プログラミング インターフェイス）を呼

び出して自己署名証明書を生成します。クライアントがこの自己署名証明書を受け取ったにもかかわら

ず、検証できない場合、ユーザによる介入が必要です。クライアントは、証明書を受け入れるか、あと

で使用するために保存するかどうかを尋ねます。証明書を受け入れると、SSL ハンドシェイクは続行

されます。

それ以降、同じクライアントとサーバ間の SSL ハンドシェイクでは、同じ証明書が使用されます。た

だし、ルータをリロードすると、自己署名証明書は失われます。その場合、HTTPS サーバは新しい自

己署名証明書を作成する必要があります。この新しい自己署名証明書は前の証明書と一致しないため、

この自己署名証明書を受け入れるかどうか再度確認されます。

ルータがリロードするたびにルータの証明書を受け入れるかどうか確認されると、この確認中に、攻撃

者に不正な証明書を使用する機会を与えてしまうことがあります。永続的自己署名証明書では、ルータ

のスタートアップ コンフィギュレーションに証明書を保存することにより、これらの制約をすべて解

消しています。

制約事項

1 つの永続的自己署名証明書には、トラストポイントを 1 つだけ設定できます。

ステップ 16 end

例：
hostname1(ca-trustpoint)# end

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了し、特権 EXEC モードに戻ります。

ステップ 17 trm register

例：
hostname1# trm register

Trend Micro サーバ登録プロセスを手動で開始します。

コマンドまたはアクション 目的
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（注） 自己署名証明書の作成後は、ルータの IP ドメイン名またはホスト名を変更しないでください。いずれ

かの名前を変更すると、自己署名証明書の再生がトリガーされて、設定済みのトラストポイントが上書

きされます。WebVPN は、SSL トラストポイント名を WebVPN ゲートウェイ設定に結合します。新

しい自己署名証明書がトリガーされると、新しいトラストポイント名が WebVPN 設定と一致しなくな

り、WebVPN 接続は失敗します。

トラストポイントの設定および自己署名証明書パラメータの指定

トラストポイントを設定し、自己署名証明書パラメータを指定するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. enrollment selfsigned

5. subject-name [x.500-name] 

6. rsakeypair key-label [key-size [encryption-key-size]] 

7. crypto pki enroll name

8. end

9. show crypto pki certificates [trustpoint-name [verbose]]

10. show crypto pki trustpoints [status | label [status]]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint local

ルータが使用する CA を宣言し、CA トラストポイント コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

（注） Cisco IOS Release 12.3(8)T で有効です。crypto ca 
trustpoint コマンドは crypto pki trustpoint コマ

ンドに置き換えられました。

ステップ 4 enrollment selfsigned

例：
Router(ca-trustpoint)# enrollment selfsigned

自己署名登録を指定します。
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HTTPS サーバのイネーブル化

HTTPS サーバをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

前提条件

パラメータを指定するには、トラストポイントを作成し、設定する必要があります。デフォルト値を使

用するには、すべての既存の自己署名トラストポイントを削除します。自己署名トラストポイントをす

べて削除すると、HTTPS サーバがイネーブルになるとただちに、サーバはデフォルト値を使用して永

続的自己署名証明書を生成します。

ステップ 5 subject-name [x.500-name]

例：
Router(ca-trustpoint)# subject-name 

（任意）証明書要求に使用する要求件名を指定します。

• x-500-name 引数を指定しない場合、デフォルト件名で

ある FQDN が使用されます。

ステップ 6 rsakeypair key-label [key-size 
[encryption-key-size]]

例：
Router(ca-trustpoint)# rsakeypair examplekeys 
1024 1024 

（任意）証明書に関連付けるキー ペアを指定します。

• key-label 引数がまだ存在しない、あるいは 
auto-enroll regenerate コマンドが発行された場合は、

key-label 引数の値は登録時に生成されます。

• キーを生成するための key-size 引数を指定し、

encryption-key-size 引数を指定して、個別の暗号化、

署名キー、および証明書を要求します。

（注） このコマンドがイネーブルでない場合に、FQDN 
キー ペアが使用されます。

ステップ 7 crypto pki enroll name

例：
Router(ca-trustpoint)# crypto pki enroll 
local

永続的自己署名証明書を生成するようルータに指示します。

ステップ 8 end

例：
Router(ca-trustpoint)# end

（任意）CA トラストポイント コンフィギュレーション 
モードを終了します。

• グローバル コンフィギュレーション モードを終了する

ため、このコマンドをもう一度入力します。

ステップ 9 show crypto pki certificates [trustpoint-name 
[verbose]]

例：
Router# show crypto pki certificates local 
verbose

証明書、認証局証明書、および任意の登録認局証明書に関

する情報を表示します。

ステップ 10 show crypto pki trustpoints [status | label 
[status]]

例：
Router# show crypto pki trustpoints status

ルータに設定されているトラストポイントを表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip http secure-server

4. end

5. copy system:running-config nvram: startup-config 

手順の詳細

登録または再登録用の証明書登録プロファイルの設定

この作業は、登録または再登録用の証明書登録プロファイルを設定するために実行します。この作業

は、サードパーティ ベンダー製 CA にすでに登録されている証明書またはルータを Cisco IOS CA に登

録または再登録するための登録プロファイルを設定するのに役立ちます。

登録要求が自動的に許可されるように、サードパーティ ベンダー製 CA に登録されているルータを 
Cisco IOS 証明書サーバに登録するには、このルータをイネーブルにして、その既存の証明書を使用し

ます。この機能をイネーブルにするには、enrollment credential コマンドを発行する必要があります。

また、手動による証明書登録は設定できません。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip http secure-server

例：
Router(config)# ip http secure-server

HTTPS Web サーバをイネーブルにします。

（注） キー ペア（Modulus 1024）および証明書が生成さ

れます。

ステップ 4 end

例：
Router(config)# end

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 copy system:running-config nvram: 
startup-config 

例：
Router# copy system:running-config nvram: 
startup-config 

イネーブルになっているモードで自己署名証明書および 
HTTPS サーバを保存します。
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前提条件 

次の作業は、サードパーティ ベンダー製 CA にすでに登録されているクライアント ルータの証明書登

録プロファイルを設定する前に、クライアント ルータで実行します。これにより、そのルータを Cisco 
IOS 証明書サーバに再登録できます。

• サードパーティ ベンダー製 CA をポイントするトラストポイントの定義 

• サードパーティ ベンダー製 CA でのクライアント ルータの認証および登録

制約事項

• 証明書プロファイルを使用するには、ネットワークに、CA への HTTP インターフェイスが設定さ

れている必要があります。

• 登録プロファイルが指定されている場合、トラストポイント設定に登録 URL が指定されていない

ことがあります。両方のコマンドがサポートされていても、トラストポイントに使用できるコマン

ドは一度に 1 つだけです。

• 各 CA で使用される HTTP コマンドには規格がないため、ユーザは使用している CA に適したコマ

ンドを入力する必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. enrollment profile label 

5. exit

6. crypto pki profile enrollment label 

7. authentication url url

または

authentication terminal

8. authentication command

9. enrollment url url 

または

enrollment terminal

10. enrollment credential label 

11. enrollment command

12. parameter number {value value | prompt string}

13. exit

14. show crypto pki certificates
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name 

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint Entrust

トラストポイントおよび設定された名前を宣言して、CA 
トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 enrollment profile label

例：
Router(ca-trustpoint)# enrollment profile E

登録プロファイルが証明書認証および登録用に使用される

ように指定します。

ステップ 5 exit

例：
Router(ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 6 crypto pki profile enrollment label

例：
Router(config)# crypto pki profile 
enrollment E

登録プロファイルを定義し、ca-profile-enroll コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

• label：登録プロファイルの名前。登録プロファイル名

は、enrollment profile コマンドで指定された名前と

同じである必要があります。

ステップ 7 authentication url url 

または

authentication terminal

例：
Router(ca-profile-enroll)# authentication url 
http://entrust:81 

または

Router(ca-profile-enroll)# authentication 
terminal

証明書認証要求の送信先となる CA サーバの URL を指定

します。

• url：ルータが認証要求を送信する CA サーバの URL。

HTTP を使用する場合、URL は「http://CA_name」と

いう形式にする必要があります。ここで、CA_name 
は CA のホスト DNS 名または IP アドレスです。

TFTP を使用する場合、URL は
「tftp://certserver/file_specification」という形式にする

必要があります（URL にファイル指定が含まれない場

合、ルータの FQDN が使用されます）。

カットアンドペーストによる手動での証明書認証を指定し

ます。

ステップ 8 authentication command

例：
Router(ca-profile-enroll)# authentication 
command

（任意）認証のために CA に送信される HTTP コマン

ドを指定します。
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次の作業

Cisco IOS CA に再登録するようにルータを設定した場合にこの機能を活用するには、指定されたサー

ドパーティ ベンダー製 CA トラストポイントに登録されたクライアントからだけ登録要求を受け入れ

るように Cisco IOS 証明書サーバを設定する必要があります。詳細については、「PKI 展開での Cisco 
IOS 証明書サーバの設定および管理」を参照してください。

PKI 証明書登録要求の設定例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「証明書登録または自動登録の設定例」（P.28）

• 「自動登録の設定例」（P.28）

ステップ 9 enrollment url url 
または

enrollment terminal

例：
Router(ca-profile-enroll)# enrollment url 
http://entrust:81/cda-cgi/clientcgi.exe 

または

Router(ca-profile-enroll)# enrollment terminal

証明書登録要求を HTTP または TFTP によって送信する 
CA サーバの URL を指定します。

カットアンドペーストによる手動での証明書登録を指定し

ます。

ステップ 10 enrollment credential label

例：
Router(ca-profile-enroll)# enrollment 
credential Entrust

（任意）Cisco IOS CA に登録される サードパーティ ベン

ダー製 CA トラストポイントを指定します。

（注） 手動での証明書登録が使用されている場合、この

コマンドは発行できません。

ステップ 11 enrollment command

例：
Router(ca-profile-enroll)# enrollment command

（任意）登録のために CA に送信される HTTP コマンドを

指定します。

ステップ 12 parameter number {value value | prompt string}

例：
Router(ca-profile-enroll)# parameter 1 value 
aaaa-bbbb-cccc 

（任意）登録プロファイルのパラメータを指定します。

• このコマンドを繰り返して使用すると、複数の値を指

定できます。

ステップ 13 exit

例：
Router(ca-profile-enroll)# exit

（任意）ca-profile-enroll コンフィギュレーション モードを

終了します。

• グローバル コンフィギュレーション モードを終了する

ため、このコマンドをもう一度入力します。

ステップ 14 show crypto pki certificates

例：
Router# show crypto pki certificates

（任意）証明書、CA の証明書、および RA 証明書に関する

情報を表示します。

コマンドまたはアクション 目的
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• 「証明書自動登録とキー再生の設定例」（P.29）

• 「カットアンドペーストによる証明書登録の設定例」（P.29）

• 「キー再生を使用した手動での証明書登録の設定例」（P.32）

• 「永続的自己署名の証明書の作成および検証例」（P.33）

• 「HTTP による直接登録の設定例」（P.35）

証明書登録または自動登録の設定例

次の例では、「mytp-A」証明書サーバおよび関連付けられたトラストポイントの設定を示します。この

例では、トラストポイントの初期の自動登録によって生成された RSA キーが USB トークン

「usbtoken0」に保管されます。

crypto pki server mytp-A
database level complete
issuer-name CN=company, L=city, C=country
grant auto

! Specifies that certificate requests will be granted automatically.
!

crypto pki trustpoint mytp-A
revocation-check none
rsakeypair myTP-A
storage usbtoken0:

! Specifies that keys will be stored on usbtoken0:.
on usbtoken0:

! Specifies that keys generated on initial auto enroll will be generated on and stored on 

! usbtoken0:

自動登録の設定例

次の例では、自動ロールオーバーをイネーブルにして、ルータが起動時に自動的に CA に登録されるよ

うに設定する方法、および必要なすべての登録情報を設定に指定する方法を示します。

crypto pki trustpoint trustpt1 
enrollment url http://trustpt1.example.com// 
subject-name OU=Spiral Dept., O=example.com 
ip-address ethernet-0 
serial-number none 
usage ike 
auto-enroll regenerate 
password password1 
rsa-key trustpt1 2048 

! 
crypto pki certificate chain trustpt1 
certificate pki 0B 
30820293 3082023D A0030201 0202010B 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 
79310B30 09060355 04061302 5553310B 30090603 55040813 02434131 15301306 
0355040A 130C4369 73636F20 53797374 656D3120 301E0603 55040B13 17737562 
6F726420 746F206B 6168756C 75692049 50495355 31243022 06035504 03131B79 
6E692D75 31302043 65727469 66696361 7465204D 616E6167 6572301E 170D3030 
30373134 32303536 32355A17 0D303130 37313430 31323834 335A3032 310E300C 
06035504 0A130543 6973636F 3120301E 06092A86 4886F70D 01090216 11706B69 
2D343562 2E636973 636F2E63 6F6D305C 300D0609 2A864886 F70D0101 01050003 
4B003048 024100B3 0512A201 3B4243E1 378A9703 8AC5E3CE F77AF987 B5A422C4 
15E947F6 70997393 70CF34D6 63A86B9C 4347A81A 0551FC02 ABA62360 01EF7DD2 
6C136AEB 3C6C3902 03010001 A381F630 81F3300B 0603551D 0F040403 02052030 
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1C060355 1D110415 30138211 706B692D 3435622E 63697363 6F2E636F 6D301D06 
03551D0E 04160414 247D9558 169B9A21 23D289CC 2DDA2A9A 4F77C616 301F0603 
551D2304 18301680 14BD742C E892E819 1D551D91 683F6DB2 D8847A6C 73308185 
0603551D 1F047E30 7C307AA0 3CA03AA4 38303631 0E300C06 0355040A 13054369 
73636F31 24302206 03550403 131B796E 692D7531 30204365 72746966 69636174 
65204D61 6E616765 72A23AA4 38303631 0E300C06 0355040A 13054369 73636F31 
24302206 03550403 131B796E 692D7531 30204365 72746966 69636174 65204D61 
6E616765 72300D06 092A8648 86F70D01 01040500 03410015 BC7CECF9 696697DF 
E887007F 7A8DA24F 1ED5A785 C5C60452 47860061 0C18093D 08958A77 5737246B 
0A25550A 25910E27 8B8B428E 32F8D948 3DD1784F 954C70 
quit 

（注） この例では、キーは再生もロールオーバーもされません。

証明書自動登録とキー再生の設定例 
次の例では、ルータが起動時に「trustme1」という CA に自動的に登録され、自動ロールオーバーがイ

ネーブルになるように設定する方法を示します。regenerate キーワードが発行されるため、自動ロー

ルオーバー プロセスが開始されると、新しいキーが証明書に対して生成され、再発行されます。更新

パーセンテージが 90 に設定されているため、証明書の有効期間が 1 年の場合は、古い証明書が失効す

る 36.5 日前に新しい証明書が要求されます。実行コンフィギュレーションを変更しても、NVRAM に
書き込まないかぎり自動登録によって NVRAM が更新されないため、実行コンフィギュレーションの

変更は NVRAM スタートアップ コンフィギュレーションに保存されます。

crypto pki trustpoint trustme1
 enrollment url http://trustme1.example.com/
 subject-name OU=Spiral Dept., O=example.com
 ip-address ethernet0
 serial-number none
 auto-enroll 90 regenerate
 password password1
 rsakeypair trustme1 2048
 exit
crypto pki authenticate trustme1
copy system:running-config nvram:startup-config

カットアンドペーストによる証明書登録の設定例

次の例では、カットアンドペーストによる手動での登録方式を使用して、証明書登録を設定する方法を

示します。

Router(config)# crypto pki trustpoint TP
Router(ca-trustpoint)# enrollment terminal
Router(ca-trustpoint)# crypto pki authenticate TP

Enter the base 64 encoded CA certificate.
End with a blank line or the word "quit" on a line by itself

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIICNDCCAd6gAwIBAgIQOsCmXpVHwodKryRoqULV7jANBgkqhkiG9w0BAQUFADA5
MQswCQYDVQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNQ2lzY28gU3lzdGVtczESMBAGA1UEAxMJ
bXNjYS1yb290MB4XDTAyMDIxNDAwNDYwMVoXDTA3MDIxNDAwNTQ0OFowOTELMAkG
A1UEBhMCVVMxFjAUBgNVBAoTDUNpc2NvIFN5c3RlbXMxEjAQBgNVBAMTCW1zY2Et
cm9vdDBcMA0GCSqGSIb3DQEBAQUAA0sAMEgCQQCix8nIGFg+wvy3BjFbVi25wYoG
K2N0HWWHpqxFuFhqyBnIC0OshIn9CtrdN3JvUNHr0NIKocEwNKUGYmPwWGTfAgMB
AAGjgcEwgb4wCwYDVR0PBAQDAgHGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8wHQYDVR0OBBYE
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FKIacsl6dKAfuNDVQymlSp7esf8jMG0GA1UdHwRmMGQwL6AtoCuGKWh0dHA6Ly9t
c2NhLXJvb3QvQ2VydEVucm9sbC9tc2NhLXJvb3QuY3JsMDGgL6AthitmaWxlOi8v
XFxtc2NhLXJvb3RcQ2VydEVucm9sbFxtc2NhLXJvb3QuY3JsMBAGCSsGAQQBgjcV
AQQDAgEAMA0GCSqGSIb3DQEBBQUAA0EAeuZkZMX9qkoLHfETYTpVWjZPQbBmwNRA
oJDSdYdtL3BcI/uLL5q7EmODyGfLyMGxuhQYx5r/40aSQgLCqBq+yg==
-----END CERTIFICATE-----

Certificate has the following attributes:
Fingerprint: D6C12961 CD78808A 4E02193C 0790082A
% Do you accept this certificate? [yes/no]: y
Trustpoint CA certificate accepted.
% Certificate successfully imported

Router(config)# crypto pki enroll TP
% Start certificate enrollment..

% The subject name in the certificate will be: Router.example.com
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: n
% Include an IP address in the subject name? [no]: n
Display Certificate Request to terminal? [yes/no]: y
Signature key certificate request -
Certificate Request follows:

MIIBhTCB7wIBADAlMSMwIQYJKoZIhvcNAQkCFhRTYW5kQmFnZ2VyLmNpc2NvLmNv
bTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAxdhXFDiWAn/hIZs9zfOtssKA
daoWYu0ms9Fe/Pew01dh14vXdxgacstOs2Pr5wk6jLOPxpvxOJPWyQM6ipLmyVxv
ojhyLTrVohrh6Dnqcvk+G/5ohss9o9RxvONwx042pQchFnx9EkMuZC7evwRxJEqR
mBHXBZ8GmP3jYQsjS8MCAwEAAaAhMB8GCSqGSIb3DQEJDjESMBAwDgYDVR0PAQH/
BAQDAgeAMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAMT6WtyFw95POY7UtF+YIYHiVRUf4SCq
hRIAGrljUePLo9iTqyPU1Pnt8JnIZ5P5BHU3MfgP8sqodaWub6mubkzaohJ1qD06
O87fnLCNid5Tov5jKogFHIki2EGGZxBosUw9lJlenQdNdDPbJc5LIWdfDvciA6jO
Nl8rOtKnt8Q+
!
!
!
Redisplay enrollment request? [yes/no]: 
Encryption key certificate request -
Certificate Request follows:

MIIBhTCB7wIBADAlMSMwIQYJKoZIhvcNAQkCFhRTYW5kQmFnZ2VyLmNpc2NvLmNv
bTCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAwG60QojpDbzbKnyj8FyTiOcv
THkDP7XD4vLT1XaJ409z0gSIoGnIcdFtXhVlBWtpq3/O9zYFXr1tH+BMCRQi3Lts
0IpxYa3D9iFPqev7SPXpsAIsY8a6FMq7TiwLObqiQjLKL4cbuV0Frjl0Yuv5A/Z+
kqMOm7c+pWNWFdLe9lsCAwEAAaAhMB8GCSqGSIb3DQEJDjESMBAwDgYDVR0PAQH/
BAQDAgUgMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBACF7feURj/fJMojPBlR6fa9BrlMJx+2F
H91YM/CIiz2n4mHTeWTWKhLoT8wUfa9NGOk7yi+nF/F7035twLfq6n2bSCTW4aem
8jLMMaeFxwkrV/ceQKrucmNC1uVx+fBy9rhnKx8j60XE25tnp1U08r6om/pBQABU
eNPFhozcaQ/2
!
!
!
Redisplay enrollment request? [yes/no]: n
Router(config)# crypto pki import TP certificate

Enter the base 64 encoded certificate.
End with a blank line or the word "quit" on a line by itself

MIIDajCCAxSgAwIBAgIKFN7C6QAAAAAMRzANBgkqhkiG9w0BAQUFADA5MQswCQYD
VQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNQ2lzY28gU3lzdGVtczESMBAGA1UEAxMJbXNjYS1y
b290MB4XDTAyMDYwODAxMTY0MloXDTAzMDYwODAxMjY0MlowJTEjMCEGCSqGSIb3
DQEJAhMUU2FuZEJhZ2dlci5jaXNjby5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0A
MIGJAoGBAMXYVxQ4lgJ/4SGbPc3zrbLCgHWqFmLtJrPRXvz3sNNXYdeL13cYGnLL
TrNj6+cJOoyzj8ab8TiT1skDOoqS5slcb6I4ci061aIa4eg56nL5Phv+aIbLPaPU
cbzjcMdONqUHIRZ8fRJDLmQu3r8EcSRKkZgR1wWfBpj942ELI0vDAgMBAAGjggHM
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MIIByDALBgNVHQ8EBAMCB4AwHQYDVR0OBBYEFL8Quz8dyz4EGIeKx9A8UMNHLE4s
MHAGA1UdIwRpMGeAFKIacsl6dKAfuNDVQymlSp7esf8joT2kOzA5MQswCQYDVQQG
EwJVUzEWMBQGA1UEChMNQ2lzY28gU3lzdGVtczESMBAGA1UEAxMJbXNjYS1yb290
ghA6wKZelUfCh0qvJGipQtXuMCIGA1UdEQEB/wQYMBaCFFNhbmRCYWdnZXIuY2lz
Y28uY29tMG0GA1UdHwRmMGQwL6AtoCuGKWh0dHA6Ly9tc2NhLXJvb3QvQ2VydEVu
cm9sbC9tc2NhLXJvb3QuY3JsMDGgL6AthitmaWxlOi8vXFxtc2NhLXJvb3RcQ2Vy
dEVucm9sbFxtc2NhLXJvb3QuY3JsMIGUBggrBgEFBQcBAQSBhzCBhDA/BggrBgEF
BQcwAoYzaHR0cDovL21zY2Etcm9vdC9DZXJ0RW5yb2xsL21zY2Etcm9vdF9tc2Nh
LXJvb3QuY3J0MEEGCCsGAQUFBzAChjVmaWxlOi8vXFxtc2NhLXJvb3RcQ2VydEVu
cm9sbFxtc2NhLXJvb3RfbXNjYS1yb290LmNydDANBgkqhkiG9w0BAQUFAANBAJo2
r6sHPGBdTQX2EDoJpR/A2UHXxRYqVSHkFKZw0z31r5JzUM0oPNUETV7mnZlYNVRZ
CSEX/G8boi3WOjz9wZo=

% Router Certificate successfully imported

Router(config)# crypto pki import TP cert

Enter the base 64 encoded certificate.
End with a blank line or the word "quit" on a line by itself

MIIDajCCAxSgAwIBAgIKFN7OBQAAAAAMSDANBgkqhkiG9w0BAQUFADA5MQswCQYD
VQQGEwJVUzEWMBQGA1UEChMNQ2lzY28gU3lzdGVtczESMBAGA1UEAxMJbXNjYS1y
b290MB4XDTAyMDYwODAxMTY0NVoXDTAzMDYwODAxMjY0NVowJTEjMCEGCSqGSIb3
DQEJAhMUU2FuZEJhZ2dlci5jaXNjby5jb20wgZ8wDQYJKoZIhvcNAQEBBQADgY0A
MIGJAoGBAMButEKI6Q282yp8o/Bck4jnL0x5Az+1w+Ly09V2ieNPc9IEiKBpyHHR
bV4VZQVraat/zvc2BV69bR/gTAkUIty7bNCKcWGtw/YhT6nr+0j16bACLGPGuhTK
u04sCzm6okIyyi+HG7ldBa45dGLr+QP2fpKjDpu3PqVjVhXS3vZbAgMBAAGjggHM
MIIByDALBgNVHQ8EBAMCBSAwHQYDVR0OBBYEFPDO29oRdlEUSgBMg6jZR+YFRWlj
MHAGA1UdIwRpMGeAFKIacsl6dKAfuNDVQymlSp7esf8joT2kOzA5MQswCQYDVQQG
EwJVUzEWMBQGA1UEChMNQ2lzY28gU3lzdGVtczESMBAGA1UEAxMJbXNjYS1yb290
ghA6wKZelUfCh0qvJGipQtXuMCIGA1UdEQEB/wQYMBaCFFNhbmRCYWdnZXIuY2lz
Y28uY29tMG0GA1UdHwRmMGQwL6AtoCuGKWh0dHA6Ly9tc2NhLXJvb3QvQ2VydEVu
cm9sbC9tc2NhLXJvb3QuY3JsMDGgL6AthitmaWxlOi8vXFxtc2NhLXJvb3RcQ2Vy
dEVucm9sbFxtc2NhLXJvb3QuY3JsMIGUBggrBgEFBQcBAQSBhzCBhDA/BggrBgEF
BQcwAoYzaHR0cDovL21zY2Etcm9vdC9DZXJ0RW5yb2xsL21zY2Etcm9vdF9tc2Nh
LXJvb3QuY3J0MEEGCCsGAQUFBzAChjVmaWxlOi8vXFxtc2NhLXJvb3RcQ2VydEVu
cm9sbFxtc2NhLXJvb3RfbXNjYS1yb290LmNydDANBgkqhkiG9w0BAQUFAANBAHaU
hyCwLirUghNxCmLzXRG7C3W1j0kSX7a4fX9OxKR/Z2SoMjdMNPPyApuh8SoT2zBP
ZKjZU2WjcZG/nZF4W5k=

% Router Certificate successfully imported

証明書が正常にインポートされたかどうかを確認するには、show crypto pki certificates コマンドを発

行します。

Router# show crypto pki certificates

Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 14DECE05000000000C48
  Certificate Usage: Encryption
  Issuer:
    CN = TPCA-root
     O = Company
     C = US
  Subject:
    Name: Router.example.com
    OID.1.2.840.113549.1.9.2 = Router.example.com
  CRL Distribution Point:
    http://tpca-root/CertEnroll/tpca-root.crl
  Validity Date:
    start date: 18:16:45 PDT Jun 7 2002
    end   date: 18:26:45 PDT Jun 7 2003
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    renew date: 16:00:00 PST Dec 31 1969
  Associated Trustpoints: TP

Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 14DEC2E9000000000C47
  Certificate Usage: Signature
  Issuer:
    CN = tpca-root
     O = company
     C = US
  Subject:
    Name: Router.example.com
    OID.1.2.840.113549.1.9.2 = Router.example.com
  CRL Distribution Point:
    http://tpca-root/CertEnroll/tpca-root.crl
  Validity Date:
    start date: 18:16:42 PDT Jun 7 2002
    end   date: 18:26:42 PDT Jun 7 2003
    renew date: 16:00:00 PST Dec 31 1969
  Associated Trustpoints: TP

CA Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 3AC0A65E9547C2874AAF2468A942D5EE
  Certificate Usage: Signature
  Issuer:
    CN = tpca-root
     O = Company
     C = US
  Subject:
    CN = tpca-root
     O = company
     C = US
  CRL Distribution Point:
    http://tpca-root/CertEnroll/tpca-root.crl
  Validity Date:
    start date: 16:46:01 PST Feb 13 2002
    end   date: 16:54:48 PST Feb 13 2007
  Associated Trustpoints: TP

キー再生を使用した手動での証明書登録の設定例 
次の例では、「trustme2」という名前の CA から手動で証明書を登録して、新しいキーを再生する方法

を示します。

crypto pki trustpoint trustme2
 enrollment url http://trustme2.example.com/
 subject-name OU=Spiral Dept., O=example.com
 ip-address ethernet0
 serial-number none
 regenerate
 password password1
 rsakeypair trustme2 2048s
 exit
crypto pki authenticate trustme2
crypto pki enroll trustme2
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永続的自己署名の証明書の作成および検証例

次の例では、「local」という名前のトラストポイントを宣言して登録し、IP アドレスを含む自己署名証

明書を生成する方法を示します。

crypto pki trustpoint local
enrollment selfsigned
end

configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

crypto pki enroll local
Nov 29 20:51:13.067: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Nov 29 20:51:13.267: %CRYPTO-6-AUTOGEN: Generated new 512 bit key pair
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: yes
% Include an IP address in the subject name? [no]: yes
Enter Interface name or IP Address[]: ethernet 0
Generate Self Signed Router Certificate? [yes/no]: yes
Router Self Signed Certificate successfully created

（注） ルータに設定できる自己署名証明書は 1 つだけです。自己署名証明書がすでに存在する場合に、別の自

己署名証明書用に設定されたトラストポイントを登録しようとすると、通知が表示され、自己署名証明

書を置き換えるかどうか尋ねられます。置き換える場合は、新しい自己署名証明書が生成され、既存の

自己署名証明書と置き換えられます。

HTTPS サーバのイネーブル化の例

次の例では、以前に HTTPS サーバが設定されていなかったため、HTTPS サーバをイネーブルにし、

デフォルト トラストポイントを生成する方法を示します。

configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

ip http secure-server
% Generating 1024 bit RSA keys ...[OK]
*Dec 21 19:14:15.421:%PKI-4-NOAUTOSAVE:Configuration was modified.  Issue "write memory" 
to save new certificate
Router(config)#

（注） 自己署名証明書を保持し、次にルータをリロードしたときに HTTPS サーバをイネーブルにする場合

は、コンフィギュレーションを NVRAM に保存する必要があります。

次のメッセージも表示されます。

*Dec 21 19:14:10.441:%SSH-5-ENABLED:SSH 1.99 has been enabled

（注） 自己署名証明書で使用されたキー ペアを作成すると、Secure Shell（SSH）サーバが起動します。この

動作は抑制できません。ご使用の Access Control List（ACL; アクセス制御リスト）を変更して、ルー

タへの SSH アクセスを許可または拒否できます。ip ssh rsa keypair-name unexisting-key-pair-name 
コマンドを使用し、SSH サーバをディセーブルにできます。
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自己署名証明書設定の検証例

次の例では、作成した自己署名証明書に関する情報を表示します。

Router# show crypto pki certificates

Router Self-Signed Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 01
  Certificate Usage: General Purpose
  Issuer: 
    cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3326000105
  Subject:
    Name: IOS-Self-Signed-Certificate-3326000105
    cn=IOS-Self-Signed-Certificate-3326000105
  Validity Date: 
    start date: 19:14:14 GMT Dec 21 2004
    end   date: 00:00:00 GMT Jan 1 2020
  Associated Trustpoints: TP-self-signed-3326000105

（注） 上記の 3326000105 という数値はルータのシリアル番号で、これはルータの実際のシリアル番号によっ

て異なります。

次の例では、自己署名証明書に対応するキー ペアに関する情報を表示します。

Router# show crypto key mypubkey rsa

% Key pair was generated at: 19:14:10 GMT Dec 21 2004
Key name: TP-self-signed-3326000105
 Usage: General Purpose Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 8D003081 89028181 00B88F70 
  6BC78B6D 67D6CFF3 135C1D91 8F360292 CA44A032 5AC1A8FD 095E4865 F8C95A2B 
  BFD1C2B7 E64A3804 9BBD7326 207BD456 19BAB78B D075E78E 00D2560C B09289AE 
  6DECB8B0 6672FB3A 5CDAEE92 9D4C4F71 F3BCB269 214F6293 4BA8FABF 9486BCFC 
  2B941BCA 550999A7 2EFE12A5 6B7B669A 2D88AB77 39B38E0E AA23CB8C B7020301 0001
% Key pair was generated at: 19:14:13 GMT Dec 21 2004
Key name: TP-self-signed-3326000105.server
 Usage: Encryption Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  307C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00036B00 30680261 00C5680E 89777B42 
  463E5783 FE96EA9E F446DC7B 70499AF3 EA266651 56EE29F4 5B003D93 2FC9F81D 
  8A46E12F 3FBAC2F3 046ED9DD C5F27C20 1BBA6B9B 08F16E45 C34D6337 F863D605 
  34E30F0E B4921BC5 DAC9EBBA 50C54AA0 BF551BDD 88453F50 61020301 0001

（注） TP-self-signed-3326000105.server という 2 番目のキー ペアは、SSH キー ペアです。ルータに任意の

キー ペアが作成されて SSH が起動すると、生成されます。

次の例では、「local」というトラストポイントに関する情報を表示します。

Router# show crypto pki trustpoints

Trustpoint local:
    Subject Name:
    serialNumber=C63EBBE9+ipaddress=10.3.0.18+hostname=test.example.com
          Serial Number: 01
    Persistent self-signed certificate trust point
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HTTP による直接登録の設定例

次の例では、HTTP による CA サーバへの直接登録ための登録プロファイルを設定する方法を示します。

crypto pki trustpoint Entrust 
enrollment profile E 
serial 

crypto pki profile enrollment E 
authentication url http://entrust:81 
authentication command GET /certs/cacert.der 
enrollment url http://entrust:81/cda-cgi/clientcgi.exe 
enrollment command POST reference_number=$P2&authcode=$P1 
&retrievedAs=rawDER&action=getServerCert&pkcs10Request=$REQ 
parameter 1 value aaaa-bbbb-cccc 
parameter 2 value 5001 

その他の参考資料
ここでは、PKI での証明書登録に関する参考資料を示します。

関連資料

内容 参照先

USB トークンによる RSA 処理：USB トークンを使用

するメリット

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Storing PKI Credentials」の章

USB トークンによる RSA 処理：証明書サーバの設定 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring and Managing a Cisco IOS Certificate Server for PKI 
Deployment」の章

「Generating a Certificate Server RSA Key Pair」、「Configuring a 
Certificate Server Trustpoint」、および関連する例を参照してください。

PKI の概要（RSA キー、証明書登録、および CA を含

む）

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Cisco IOS PKI Overview: Understanding and Planning a PKI」の章

安全なデバイス プロビジョニング：機能概要および設

定作業

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Setting Up Secure Device Provisioning (SDP) for Enrollment in a 
PKI」の章

RSA キーの生成および展開 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Deploying RSA Keys Within a PKI」の章

Cisco IOS 証明書サーバの概要および設定作業 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring and Managing a Cisco IOS Certificate Server for PKI 
Deployment」の章

USB トークンの設定および使用 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Storing PKI Credentials」の章

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

Suite-B の ESP トランスフォーム 『Configuring Security for VPNs with IPsec』フィーチャ モジュール

Suite-B SHA-2 ファミリ（HMAC バリアント）およ

び Elliptic Curve（EC）キー ペアの設定

『Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs』フィーチャ 
モジュール
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規格

MIB

RFC

Suite-B 整合性アルゴリズム タイプのトランスフォー

ムの設定

『Configuring Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィー

チャ モジュール

IKEv2 用の Suite-B の Elliptic Curve Digital Signature 
Algorithm（ECDSA）signature（ECDSA-sig）認証

方式の設定

『Configuring Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィー

チャ モジュール

IPsec SA ネゴシエーションでの Suite-B の Elliptic 
Curve Diffie-Hellman（ECDH）のサポート

『Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs』および

『Configuring Internet Key Exchange Version 2 (IKEv2)』フィー

チャ モジュール

規格 タイトル

新しい規格または変更された規格はサポートされてい

ません。また、既存の規格に対するサポートに変更は

ありません。

—

MIB MIB リンク

新しい MIB または変更された MIB はサポートされて

いません。また、既存の MIB に対するサポートに変

更はありません。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

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

RFC タイトル

新しい RFC または変更された RFC はサポートされて

いません。また、既存の RFC に対するサポートに変

更はありません。

—

内容 参照先
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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PKI 証明書登録の機能情報 
表 1 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。この表には、

Cisco IOS Release 12.2(1) 以降のリリースで導入または変更された機能だけを示します。

ここに記載されていないこのテクノロジーの機能情報については、「Implementing and Managing PKI 
Features Roadmap」を参照してください。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアク

セスしてください。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。
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表 1 PKI 証明書登録の機能情報

機能名 リリース 機能情報

Cisco IOS USB トークン PKI 拡張：

フェーズ 2
12.4(11)T この機能では、USB トークンを暗号装置として使用する

ことにより、USB トークンの機能を拡張します。USB 
トークンをキー生成、署名、認証などの RSA 処理に使用

できます。

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。

• 「証明書登録または自動登録の設定」

（注） このマニュアルでは、トラストポイントの初期の

自動登録時の RSA 処理における USB トークンの

使用方法について説明します。この機能に関連す

るその他のマニュアルについては、「関連資料」

を参照してください。

認証局キー ロールオーバー 12.4(2)T この機能により、ルート CA は、手動による介入を行わ

ずに、失効する CA 証明書およびキーをロールオーバー

し、これらの変更を PKI ネットワークを介して伝搬でき

るようになりました。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「自動証明書登録」

• 「証明書登録または自動登録の設定」

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。auto-rollover、crypto pki certificate chain、
crypto pki export pem、crypto pki server、crypto pki 
server info request、show crypto pki certificates、
show crypto pki server、show crypto pki trustpoint

証明書の自動登録 12.2(8)T この機能では、証明書の自動登録が導入されています。

これにより、ルータは、設定内のパラメータを使用する 
CA から自動的に証明書を要求できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「自動証明書登録」

• 「証明書登録または自動登録の設定」

この機能により、auto-enroll、rsakeypair、show 
crypto ca timers の各コマンドが導入されました。
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証明書登録の拡張機能 12.2(8)T この機能では、5 つの新しい crypto ca trustpoint サブコ

マンドが導入されています。これらのサブコマンドでは、

証明書要求用に新しいオプションが提供されているので、

ユーザはプロンプトを 後まで進む必要はなく、設定で

フィールドを指定できます。

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。

• 「証明書登録または自動登録の設定」

この機能により、ip-address（CA トラストポイント）、

password（CA トラストポイント）、serial-number、
subject-name、usage の各コマンドが導入されました。

HTTP による CA サーバへの直接登録 12.3(4)T ユーザの CA サーバが SCEP をサポートしておらず、ま

た RA モード CS を使用しない場合、この機能を使用す

ると、登録プロファイルを設定できます。登録プロファ

イルにより、HTTP 要求を RA モード CS ではなく CA 
サーバに直接送信できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「証明書登録プロファイル」

• 「登録または再登録用の証明書登録プロファイルの設

定」

この機能により、次のコマンドが導入されました。

authentication command、authentication terminal、
authentication url、crypto ca profile enrollment、
enrollment command、enrollment profile、enrollment 
terminal、enrollment url、parameter

RSA キー ペアおよび PEM 形式証明書

のインポート

12.3(4)T この機能を使用すると、証明書要求を発行したり、PEM 
形式ファイルで発行された証明書を受け取ることができ

ます。

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。

• 「手動での証明書登録の設定」

この機能により、enrollment および enrollment 
terminal コマンドが変更されました。

表 1 PKI 証明書登録の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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証明書更新用のキー ロールオーバー 12.3(7)T この機能では、証明書が失効する前に証明書の更新要求

を行い、新しい証明書が使用可能になるまで古いキーと

証明書を保持できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「自動証明書登録」

• 「証明書登録または自動登録の設定」

• 「手動での証明書登録の設定」

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。auto-enroll および regenerate

手動での証明書登録（TFTP による

カットアンドペースト）

12.2(13)T この機能では、TFTP サーバまたは手動でのカットアン

ドペースト操作により、証明書要求を生成し、CA 証明

書およびルータの証明書を受け取ることができます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「サポートされる証明書の登録方式」

• 「手動での証明書登録の設定」

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。crypto ca import、enrollment、および 
enrollment terminal

複数階層の CA 階層構造 12.2(15)T この拡張により、PKI を階層フレームワークに設定して

複数の CA をサポートできるようになりました。階層型 
PKI 内では、登録されているすべてのピアは、信頼でき

るルート CA 証明書または共通の下位 CA を共有してい

るかぎり、証明書を相互に検証できます。

この拡張機能の詳細については、次の項を参照してくだ

さい。

• 「複数の CA のためのフレームワーク」

（注） これはマイナーな拡張です。マイナーな拡張は、

通常 Feature Navigator に記載されません。

永続的自己署名証明書 12.2(33)SXH
12.2(33)SRA
12.3(14)T

この機能により、HTTPS サーバは自己署名証明書を生成

し、ルータのスタートアップ コンフィギュレーションに

保存できます。そのため、それ以降のクライアントと 
HTTPS サーバ間の SSL ハンドシェイクで、ユーザが介

入しなくても同じ自己署名証明書が使用されます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「サポートされる証明書の登録方式」

• 「登録用の永続的自己署名証明書の SSL による設定」

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。enrollment selfsigned、show crypto pki 
certificates、show crypto pki trustpoints

表 1 PKI 証明書登録の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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PKI ステータス 12.3(11)T この拡張では、show crypto pki trustpoints コマンドに 
status キーワードが追加されました。これにより、トラ

ストポイントの現在のステータスを表示できます。これ

以前の拡張では、現在のステータスを表示するために、

show crypto pki certificates および show crypto pki 
timers コマンドを発行する必要がありました。

この拡張機能の詳細については、次の項を参照してくだ

さい。

• 「PKI の証明書登録を設定する方法」

（注） これはマイナーな拡張です。マイナーな拡張は、

通常 Feature Navigator に記載されません。

既存の証明書を使用した再登録 12.3(11)T この機能では、既存の証明書を使用して、ルータをサー

ドパーティ ベンダー製の CA から Cisco IOS CA に再登

録できます。

この拡張機能の詳細については、次の項を参照してくだ

さい。

• 「登録または再登録用の証明書登録プロファイルの設

定」 

この機能により、enrollment credential および grant 
auto trustpoint コマンドが導入されました。

表 1 PKI 証明書登録の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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トラストポイント CLI 12.2(8)T この機能では、crypto pki trustpoint コマンドが導入さ

れています。これにより、トラストポイント CA をサ

ポートできるようになりました。

IOS SW の暗号化での Suite-B のサ

ポート

15.1(2)T Suite-B によって、PKI の証明書登録に次のサポートが追

加されます。

• X.509 証明書内の署名操作で、Elliptic Curve Digital 
Signature Algorithm（ECDSA）（256 ビットおよび 
384 ビットの曲線）が使用されます。

• ECDSA の署名を使用した X.509 証明書の確認で 
PKI がサポートされます。

• ECDSA の署名を使用した証明書要求の生成、およ

び発行された証明書の IOS へのインポートで、PKI 
がサポートされます。

Suite B の要件は、IKE および IPSec で使用するための暗

号化アルゴリズムの 4 つのユーザ インターフェイス ス
イートで構成され、RFC 4869 に記述されています。各ス

イートは、暗号化アルゴリズム、デジタル署名アルゴリ

ズム、キー合意アルゴリズム、ハッシュまたはメッセー

ジ ダイジェスト アルゴリズムで構成されています。

Cisco IOS での Suite-B サポートに関する詳細について

は、『Configuring Security for VPNs with IPsec』フィー

チャ モジュールを参照してください。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「PKI の証明書登録のための Cisco IOS Suite-B サ
ポート」（P.4）

• 「証明書登録または自動登録の設定」（P.6）

次のコマンドが導入または変更されました。

表 1 PKI 証明書登録の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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PKI への登録のための Secure Device 
Provisioning（SDP）の設定

この章では、Public Key Infrastructure（PKI; 公開キー インフラストラクチャ）で Secure Device 
Provisioning（SDP）を使用する方法を説明します。SDP は、Cisco IOS クライアントと Cisco IOS 証
明書サーバなど、2 つのエンド デバイス間で PKI を簡単に配置できる、Web ベースの証明書登録イン

ターフェイスです。エンド デバイスは、配置やプロビジョニングの時点ではネットワークに直接接続

されていたり、されていない場合があります。SDP は、多数のピア デバイスを導入するユーザに（証

明書および設定を含む）ソリューションを提供します。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「PKI への登録のための Secure Device Provisioning
（SDP）の設定に関する機能情報」（P.53）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定の前提条件」（P.2）

• 「PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定に関する情報」（P.3）

• 「PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定方法」（P.26）

• 「PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定例」（P.41）

• 「その他の参考資料」（P.52）

• 「PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定に関する機能情報」（P.53）

http://www.cisco.com/go/cfn
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（

PKI への登録のための Secure Device Provisioning
SDP）の設定の前提条件

PKI への登録のための SDP の設定

SDP を設定する前に、次の要件を満たす必要があります。

• ペティショナのデバイスとサーバは、互いに IP 接続されている必要があります。

• イントロデューサには、JavaScript をサポートする Web ブラウザが必要です。

• イントロデューサは、クライアント デバイスで特権をイネーブルにしておく必要があります。

• Cisco IOS Release 12.3(8)T PKI 対応イメージまたは以降のイメージ。

USB トークンを使用した PKI への登録のための SDP の設定

USB トークンを活用してデバイスを SDP にプロビジョニングするには、ご使用の環境が次の要件を満

たしている必要があります。

• ペティショナのデバイスとサーバの両方とも、互いに IP 接続されている必要があります。

• イントロデューサには、JavaScript をサポートする Web ブラウザが必要です。

• イントロデューサは、クライアント デバイスで特権をイネーブルにしておく必要があります。

• イントロデューサは、ペティショナのデバイスにアクセスできなければなりません。

• イントロデューサは、設定されている場合は、USB トークンと PIN にアクセスできなければなり

ません。

• Cisco IOS Release 12.4(15)T PKI 対応イメージまたは以降のイメージ。

（注） Cisco IOS Release 12.4(15)T 以降のリリースは、USB トークンに保管されたクレデンシャルを移動で

きる柔軟性を備えています。ただし、USB トークンの設定に使用したデバイスは 任意の Cisco IOS 
Release 12.3(14)T PKI 対応イメージまたは以降のイメージを実行できます。

サービス プロバイダー経由のインターネット接続に対する SDP を使用したデバイスの設定

SDP を活用してインターネットに接続されていないデバイスを設定するには、ご使用の環境が次の要

件を満たしている必要があります。

• イントロデューサには、JavaScript をサポートする Web ブラウザが必要です。

• イントロデューサは、クライアント デバイスで特権をイネーブルにしておく必要があります。

• DHCP クライアントおよび PPPoE クライアントをサポートし、LAN または WAN インターフェイ

スが設定されている Cisco ルータ。

• Cisco IOS Release 12.4(20)T PKI 対応イメージまたは以降のイメージ。前回の Cisco IOS リリー

スがいずれかのデバイスで使用されている場合、SDP 機能はデフォルトで以前の Cisco IOS バー

ジョンになります。
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（

PKI への登録のための Secure Device Provisioning
SDP）の設定に関する情報

証明書の登録のために SDP を使用する前に、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「SDP の概要」（P.3）

• 「SDP の機能」（P.4）

• 「USB トークンを活用している SDP」（P.10）

• 「SDP による外部 AAA データベースの使用方法」（P.13）

• 「カスタム テンプレートの SDP での動作」（P.15）

• 「PKI で SDP が Apple iPhone を導入する方法」（P.22）

SDP の概要

SDP（Trusted Transitive Introduction（TTI）とも呼ばれている）は、新しいネットワーク デバイスと 
Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）間といった 2 つのエンド エン

ティティ間の双方向導入を実現する通信プロトコルです。SDP には次の 3 つのエンティティが必要で

す（図 1 を参照）。

• イントロデューサ：ペティショナをレジストラに紹介する相互に信頼できるデバイス。イントロ

デューサは、システム管理者などのデバイス ユーザの場合があります。

– イントロデューサは、管理イントロデューサとして設定できます。これにより紹介を行ってい

る管理者は、紹介中のデバイスの名前を提供できます。提供されたデバイス名は、通常の 
SDP メカニズムにおいてイントロデューサの名前のように使用され、SDP 設定の既存機能を

保持します。管理イントロデューサの機能の詳細については、「管理イントロデューサの認証

リストと認可リスト」の項を参照してください。

• ペティショナ：セキュア ネットワークに紹介されるクライアント、あるいは新しいデバイス。

• レジストラ：ペティショナを認証するサーバ。レジストラは、証明書サーバの場合があります。

図 1 紹介後のセキュア通信 

Cisco IOS Release 12.4(20)T 以降のリリースの時点では、ペティショナにあらかじめインターネット

接続を確立しなくても、SDP プロセスを起動できます。予備接続段階と接続段階を利用することで、

サービス プロバイダー経由のインターネット接続に対してペティショナを設定できます。予備接続段

階と接続段階の詳細については、「SDP の機能」（P.4）を参照してください。

10
33
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レジストラは、外部 Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、認可、アカウンティ

ング）サーバと直接通信し、ペティショナのクレデンシャルを確認し、登録を許可または拒否して、特

定のペティショナ設定情報を取得します。ペティショナとレジストラは、エンド ユーザであるイント

ロデューサへ Web ページを配信します。ペティショナは、イントロデューサの Web ブラウザを使用し

てリモート管理システムからブートストラップ設定を受信します。

SDP は、予備接続（オプション）、接続、開始（オプション）、ようこそ、紹介、および完了の可能な 6 
つの段階により Web ブラウザ上に実装されます。各段階は、Web ページを通してユーザに表示されま

す。各段階の詳細については、「SDP の機能」（P.4）を参照してください。

SDP の機能

ここでは、SDP が 2 つのデバイス間で PKI を展開する方法について説明します。

• 「SDP 予備接続段階」

• 「SDP 接続段階」

• 「SDP スタティック段階」

• 「SDP ようこそ段階」

• 「SDP 紹介段階」

• 「SDP 完了段階」

SDP プロセスは、イントロデューサにより Web ブラウザにロードされている 3 つの入口ページのいず

れかで起動します。3 つの入口ページは、管理者から受信した SDP 予備接続段階、レジストラから

ロードされた開始段階、ペティショナからロードされたようこそ段階です。

サンプル図では、ローカル デバイス（ペティショナ）をレジストラのセキュア ドメインに紹介する方

法を示しています。「イントロデューサ」は、エンド ユーザとも呼ばれます。

SDP 予備接続段階

予備接続ページはオプションです。予備接続ページがない場合、ペティショナは IP 接続を確立してお

く必要があります。

管理者は予備接続テンプレートを設定し、予備接続ページをイントロデューサに送信する必要がありま

す。詳細については、「デフォルトの予備接続テンプレート」（P.18）を参照してください。

また管理者は、電話、E メール、セキュア E メール、CD、または USB トークンでセキュア ネット

ワークのユーザ名とパスワードを取得し、イントロデューサに連絡する必要があります。レジストラ

は、既存の AAA インフラストラクチャ（たとえば、既存の企業ドメインの一部である既存のユーザ名

とパスワードのデータベース）を使用してイントロデューサを認証するよう設定できます。SDP 予備

接続段階では、一般的な AAA インフラストラクチャで使用されているようなチャレンジ パスワード 
メカニズムがサポートされています。詳細については、「SDP による外部 AAA データベースの使用方

法」（P.13）を参照してください。

予備接続ページを受信後、イントロデューサはそのページを HTTP ブラウザが動作するコンピュータ

にロードする必要があります。イントロデューサが予備接続ページをローカル ファイルとして HTTP 
ブラウザにロードすると、予備接続ページが表示されます（図 2 を参照）。
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図 2 SDP 予備接続ページのサンプル

イントロデューサが [Log onto Cisco Device] ボタンをクリックすると、ログイン ダイアログボックス

が表示されます（図 3 を参照）。イントロデューサは、シスコ デバイスの出荷時デフォルトのユーザ名

（cisco）とパスワード（cisco）を入力します。

図 3 ペティショナ ログイン ダイアログボックスのサンプル

イントロデューサはペティショナを認証し、既知の URL にアクセスすることでインターネット接続を

テストします。www.cisco.com（198.133.219.25）へのアクセスがデフォルトでテストされます。管理

者は、デフォルト予備接続テンプレートを変更することで、URL をテスト接続用に変更できます。デ

フォルト テスト URL および管理者が予備接続ページに対して設定できるその他フィールドの詳細につ

いては、「デフォルトの予備接続テンプレート」の項を参照してください。

（注） 予備接続ページに信頼できないレジストラの IP アドレスが含まれるよう変更されたり、予備接続ペー

ジが信頼できない発信元から E メール送信される可能性を減らすため、セキュア E メールなどのセ

キュアな方法を使用して予備接続ページを送信してください。

インターネット接続が確立されると、管理者により定義された予備接続テンプレート設定によって、開

始ページまたはようこそページのいずれかが表示されます。インターネット接続が確立されていない場

合は、接続ページが表示されます。

SDP 接続段階

接続ページは、予備接続ページが使用され、予備接続ページの完了時にペティショナの IP 接続がない

場合だけ表示されます。接続ページには、Cisco IOS プラットフォームに柔軟性をもたらすため 
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）、Point to Point Protocol over Ethernet（PPPoE）、また

はスタティック IP アドレス割り当ての 3 つの IP アドレス割り当て方法があります。

AV AV 
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（注） インターネット接続を確立する場合、Cisco IOS 設定では SDP 機能は使用されません。SDP 機能には 
Cisco IOS 設定にシグニチャがあり、送信中の値が変更されないようにします。

DHCP IP アドレス割り当て方法

イントロデューサが IP アドレス割り当て方法オプションとしてデフォルト方法である DHCP を選択す

ると（図 4 を参照）、[Connect] ボタンをクリックするとペティショナのインターネット接続が設定さ

れます。

図 4 DHCP IP アドレス割り当て方法のサンプル接続ページ

PPPoE IP アドレス割り当て方法

イントロデューサが PPPoE を選択すると、PPPoE ユーザ名およびパスワードの入力フィールドが表示

されます（図 5 を参照）。イントロデューサは、Internet Service Provider（ISP; インターネット サービ

ス プロバイダー）により提供されたユーザ名とパスワードを入力し、[Connect] ボタンをクリックする

必要があります。これによりペティショナのインターネット接続が設定されます。

図 5 PPPoE IP アドレス割り当て方法のサンプル接続ページ
6
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スタティック IP アドレス割り当て方法

イントロデューサがスタティックを選択すると、IP アドレス、ネットマスク、およびデフォルト ゲー

トウェイの入力フィールドが表示されます（図 6 を参照）。イントロデューサは、ISP により提供され

た設定値を入力し、[Connect] ボタンをクリックする必要があります。これによりペティショナのイン

ターネット接続が設定されます。

図 6 スタティック IP アドレス割り当て方法の接続ページ

接続ページ IP アドレス設定

IP アドレス設定後、予備接続テンプレートで管理者により設定された既知の URL（デフォルトで 
www.cisco.com）にアクセスすることで、インターネット接続を再度テストします。これでインター

ネット接続が確立されると、管理者により定義された予備接続テンプレート設定によって、開始ページ

またはようこそページのいずれかが表示されます。インターネット接続が確立されない場合、イントロ

デューサは入力された設定を確認するか、管理者に連絡します。

SDP スタティック段階

開始ページはオプションです。SDP 交換中に開始ページがない場合、ようこそページで [Next] ボタン

をクリックすると、ユーザはレジストラの紹介ページに送信されます。ユーザはまだレジストラに接続

していないので、使用可能な資格情報を使用して（レジストラを設定するたびに）レジストラにログイ

ンする必要があります。ユーザがログイン データを入力した後では、レジストラに再接続できないブ

ラウザもあります。Cisco IOS Release 12.4(4)T の時点では、ユーザは、開始ページからレジストラの

紹介 URL に連絡することで SDP 交換を開始するようブラウザを設定できます。その後、レジストラ

はペティショナ デバイスにあるようこそページにユーザを送信できます。SDP トランザクションは、

このマニュアルに記載されているように、ようこそ段階から紹介段階を経て、完了段階へと続きます。

レジストラから SDP トランザクションを開始するには、template http start コマンドを使用してブラ

ウザを設定する必要があります。それ以外の場合、SDP トランザクションはペティショナのようこそ

ページから始まる必要があります。「カスタム テンプレートの SDP での動作」（P.15）を参照してくだ

さい。

ようこそページが表示される前に、ユーザは自分のブラウザの開始ページが URL 
http://registrar/ezsdd/intro を指すように設定する必要があります。ログイン ダイアログボックスが表

示されると、エンド ユーザは、管理者により提供されたユーザ名とパスワードを使用してレジストラ

にログインし、セキュア ネットワークにアクセスできます（図 7 を参照）。
7



PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定

  PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定に関する情報
図 7 レジストラ リモート ログイン ダイアログボックス

有効なユーザ名とパスワードを入力すると、開始ページが表示されます（図 8 を参照）。

図 8 サンプル SDP 開始ページ

ユーザは URL http://10.10.10.1/ezsdd/welcome からペティショナにログインする必要があります。よ

うこそ段階は、開始ページでユーザが [Next] ボタンをクリックすると開始されます。

SDP ようこそ段階

ローカル ログイン ダイアログボックスが表示されたら（図 9 を参照）、エンド ユーザは出荷時デフォ

ルトのユーザ名（cisco）とパスワード（cisco）を使用してローカル デバイスにログインできます。よ

うこそページが表示されます。

図 9 ペティショナ ローカル ログイン ダイアログボックス
8
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パスワードの入力に成功すると、ペティショナにより処理されるようこそ Web ページが表示されます

（図 10 を参照）。

図 10 サンプル SDP ようこそページ

ようこそ Web ページでレジストラの URL（例：http://192.0.2.155/ezsdd/intro）を入力し、[Next] ボ
タンをクリックすると、SDP 紹介段階が始まり、レジストラにより処理される紹介ページが表示され

ます。

SDP 紹介段階

紹介ページを表示する前に、開始ページからまだログインしていない場合、エンド ユーザはレジスト

ラにログインする必要があります（「SDP スタティック段階」を参照）。ここで外部 AAA データベース

を利用します。

外部 AAA データベースがある場合、レジストラのイネーブル パスワードを知らなくても、イントロ

デューサはデータベースのアカウントを使用して紹介を行うことができます。外部 AAA データベース

がない場合、イントロデューサは認証のためレジストラのイネーブル パスワードを使用できます。

（注） レジストラのイネーブル パスワードを使用すると、パスワードがエンド ユーザに公開されます。した

がって、イネーブル パスワードは管理テストの目的でだけ使用することを推奨します。

管理イントロデューサは、紹介ページ（または開始ページ）の HTTP 認証で識別され、AAA データ

ベース クエリーによりユーザの管理特権が戻されます。イントロデューサに管理特権がある場合、デ

バイス名は管理紹介ページに入力された名前になります。イントロデューサに管理特権がない場合、デ

バイス名はイントロデューサ名になります。既存のデバイス証明書はペティショナの現在の証明書で、

Manufacturing Identification Certificate（MIC; 製造識別証明書）の場合があります。この証明書は存

在する場合も、しない場合もあります。外部 AAA データベースの機能の詳細については、「SDP によ

る外部 AAA データベースの使用方法」を参照してください。

エンド ユーザがパスワードの入力に成功したら、紹介 Web ページが表示されます（図 11 を参照）。
9
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図 11 サンプル SDP 紹介ページ

この時点で、レジストラはデバイス情報を外部管理システムに渡し、ブートストラップ設定ファイルを

取得します。カスタマイズされたブートストラップ設定ファイルで使用できるオプションの詳細につい

ては、「カスタム HTML テンプレートの展開ルール」を参照してください。

紹介ページで [Next] ボタンをクリックすると、エンド ユーザは完了段階に入り、自動的に自分のデバ

イスに戻ります。

SDP 完了段階

エンド ユーザがペティショナをレジストラに登録したので、ペティショナは完了ページを処理します

（図 12 を参照）。

図 12 サンプル SDP 完了ページ

これで SDP 交換が完了しました。ペティショナはレジストラから設定情報を受信したため、まもなく

レジストラから証明書を受信するはずです。

USB トークンを活用している SDP
SDP により極めてスケーラブルな配置が実現され、個々のデバイスまたは複数デバイスの配置が簡略

化されます。USB トークンによりセキュアな保管と設定の配信が行われます。

Cisco IOS Release 12.4(15)T 以降の時点では、USB トークンは SDP を使用して PKI クレデンシャル

を転送する場合に利用でき、SDP は USB トークンの設定に使用できます。USB トークンを使用して、

同じ位置にあるデバイスをプロビジョニングしたり、リモート デバイスのプロビジョニングとして使

用できる別の場所に USB トークンを転送できます。USB トークンの設定と使用方法の詳細について

は、「関連資料」を参照してください。
10
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USB トークンを使用して PKI クレデンシャルをに転送する SDP 配置の例を図 13 に示します。必要な

デバイスとして、USB トークンとデバイスのプロビジョニングに必要な SDP エンティティがありま

す。これらの SDP エンティティは、イントロデューサ、レジストラ、ローカル位置のペティショナで

あるペティショナ A、リモート位置でのペティショナであるペティショナ B になります。オプション

として、管理サーバが使用できます。

（注） オプション設定は、1 台のデバイスをレジストラおよびペティショナ両方として設定することです。こ

れは、USB トークンがリモート位置に転送される場合に利点があります。リモート位置では、個別の

ペティショナ デバイスは必要ありません。

図 13 USB トークンを使用したクレデンシャル転送の SDP 環境例

SDP を使用した USB トークンの設定

SDP 導入の開始前に、USB トークンがペティショナ デバイスに挿入されます。図 13 の設定例では、

USB トークンはペティショナ A に挿入されます。ペティショナは、USB トークンにある既存の情報を

無視するよう設定できます。通常の SDP 操作の場合のように、USB トークンのスケーラブル設定で

は、テンプレートの初期設定を作成し、適切なターゲット設定情報を備えた各 SDP デバイスに配置す

る必要があります。

デバイスのプロビジョニングに使用するファイルは、次のように図 13 の矢印の番号で示す順番で移動

します。

1. ペティショナの 1 つ、ペティショナ A はローカル位置にあります。ペティショナ A は SDP 交換に

直接関わり、USB トークンの初期設定を行います。USB トークン、バイナリ ファイル、テンプ

レート ファイルの設定に使用するファイルは、レジストラから取得され、ペティショナ A に移動

します。
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バイナリ ファイル位置の URL は、レジストラで展開されます。バイナリ ファイルは、テンプレー

ト展開機能では処理されません。テンプレート展開はレジストラで、発信元 URL と宛先 URL の
両方に対して行われます。

デフォルトでは、バイナリ ファイルとテンプレート ファイルは NVRAM から取得され、それぞれ

レジストラとペティショナに保管されます。レジストラのバイナリ ファイル位置とペティショナ 
A の宛先バイナリ ファイル位置は、binary file コマンドで指定できます。レジストラのテンプ

レート ファイル位置とペティショナ A の宛先テンプレート ファイル位置は、template file コマン

ドで指定できます。

2. Rivest、Shamir、Adelman（RSA）キーおよび証明書チェーン情報は、ペティショナ A から USB 
トークンに移動します。

3. USB トークンはリモート位置に転送され、ペティショナ B に挿入されます。

4. USB トークンの設定ファイルは、ローカル デバイスのプロビジョニングに使用されます。USB トー

クンのファイルは、crypto key move rsa コマンドでペティショナ B の保管位置に移動できます。

SDP 段階と USB トークン

「SDP の概要」の項で紹介された同じ SDP フェーズ概念が使用されます。SDP ようこそ段階、SDP 紹
介段階、および SDP 完了段階には次のような違いがあります。

SDP ようこそページと USB トークン

ようこそユーザ インターフェイスに接続して紹介が開始される場合、SDP ようこそ段階は通常どおり

開始します。USB トークンに既存の証明書がある場合、SDP 交換に署名する場合に使用されます。

ローカルな RSA キー ペアではなく、トークンの新しい RSA キー ペアが使用されます。

（注） RSA キー ペアは、キーがトークンで生成される場合、どの場所からでも実質的に 5 分～ 10 分掛かりま

す。時間の長さは、USB トークンで使用できるハードウェア キー生成により異なります。イントロ

デューサには、RSA キー ペアが生成されていることを示す情報 Web ページが表示されます。

ペティショナ A で生成された新しいキー ペアは、既存の RSA キー ペアを削除しなくても、USB トー

クンに追加されます。SDP AV ペアは、トークンが使用中であり、またトークンのセカンダリ設定情報

があるかどうか両方を示します。オプションの管理サーバが使用中の場合、AV ペア情報を使用して、

特殊なコンフィギュレーション コマンドが必要かどうかを判断します。

SDP 紹介段階と USB トークン

SDP 紹介段階は、レジストラに転送中の AV ペアから開始します。レジストラにより USB トークン関

連の AV ペアが検出されると、レジストラがすでに設定されている場合、レジストラは USB トークン

宛ての設定情報を作成できます。現在、コンフィギュレーション コマンドは特定の設定ファイルとし

て送信され、引き続き実行コンフィギュレーションとマージされます。

管理者は通常の SDP コンフィギュレーション コマンドを活用して、USB トークンを設定できます。設

定する必要がある USB トークン情報には、証明書、ブートストラップ設定、および PIN 番号設定があ

ります。

SDP 完了段階と USB トークン

完了段階の始めに、紹介はペティショナ（図 13 では、ペティショナ A になります）に転送中の AV ペ
アに移ります。指定のファイル システム位置には各種ファイルが保管されており、既存の設定ファイ

ル処理が行われます。この順序により、転送された新しいファイルを設定で利用できます。
12
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設定された USB トークンの使用

USB トークンがペティショナ A により設定されたら、その現在位置からリモート位置へと転送されま

す。リモート位置には、2 番目のペティショナであるペティショナ B が配置されています。USB トー

クンはターゲット デバイスであるペティショナ B に挿入されます。ペティショナ B では USB トーク

ンの設定と USB トークンの暗号素材が継承されます。リモート位置のエンド ユーザには、USB トー

クンの PIN 番号がなければなりません。PIN 番号は、出荷時デフォルトの PN 番号、または紹介段階中

に管理者が設定した PIN 番号のいずれかになります。

SDP による外部 AAA データベースの使用方法

外部 AAA データベースは、SDP 交換中に 2 回アクセスされます。AAA データベースへの 初のアク

セスでは、イントロデューサが認証されます。つまりレジストラで、セキュア HTTP（HTTPS）サー

バ経由で紹介要求が受信されると、イントロデューサのユーザ名とパスワードに基づいて AAA 検索が

行われ、要求が許可されます。AAA データベースへの 2 番目のアクセスでは、認証情報が取得され、

ペティショナ デバイスに発行された設定および証明書に適用されます。つまり、レジストラはペティ

ショナが署名している証明書を使用して要求シグニチャが完全であることを確認します。証明書の題名

は AAA データベースで指定でき、 大 9 つの設定テンプレート型変数を指定し、テンプレート設定に

まで展開できます。

自己署名証明書と別の CA サーバにより発行された証明書の使用

デフォルトでは、SDP 交換の実施結果では、ペティショナ デバイスに証明書が 1 枚だけ発行されます。

発行される証明書は 1 枚だけですが、イントロデューサでは複数デバイスを紹介し、複数の証明書を取

得する際の制限はありません。発行されている証明書の題名を指定することで、イントロデューサに関

連しているすべての証明書がこのように発行されていることを保証できます。PKI AAA 統合により、

さらにこれらの証明書の使用を制限できます。さらに、ユーザごとに 1 つだけ認証および認可の要求を

許可するよう、AAA データベースを設定できます。

ペティショナ証明書は自己署名されているため、ペティショナの公開キーを伝送するためだけに使用さ

れます。証明書に対する確認チェックや認可チェックは行われません。したがって、認可はユーザごと

に行われ、デバイス単位の情報は使用されません。

デバイス単位の認可を使用した方が好ましい場合もあります。したがって、ペティショナが SDP トラ

ンザクションのために他の Certification Authority（CA; 認証機関）サーバにより発行された証明書を

使用できる場合、既存の PKI を使用でき、その証明書アトリビュートに対して認可を受けることがで

きます。

証明書を使用して認可を受けるためにペティショナとレジストラを設定すると、展開中の特定のデバイ

スの認可が受けられます。以前は、イントロデューサとペティショナ間の通信は、イントロデューサと

ペティショナ デバイス間の物理的なセキュリティだけでその安全が確保されていました。SDP の証明

書を使用した認可では、レジストラは紹介を受け入れる前に、現在のデバイス ID を確認できる機会が

あります。

SDP の認証および認可リスト 

SDP レジストラを設定している場合に認証リストと認可リストを指定すると、レジストラではイント

ロデューサのすべての要求に対して、指定のリストが使用されます。認証リストは、イントロデューサ

を認証する場合に使用されます（AAA サーバでユーザ名とパスワードを確認して、アカウントが有効

かどうか確認されます）。認可リストは、証明書題名およびペティショナに返信される Cisco IOS 
Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）スニペットに展開されるテンプ

レート型変数のリストの該当認可フィールドを受信する場合に使用されます。認証リストと認可リスト

は通常、同じ AAA サーバ リストを指しますが、認証と認可に異なるデータベースを使用できます（異

なるデータベースへのファイルの保管は推奨しません）。
13
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ペティショナが紹介要求をする場合、複数の照会が RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバ上の 
AAA リスト データベースに送信されます。照会により、次の形式のエントリが検索されます。

user Password <userpassword>
cisco-avpair="ttti:subjectname=<<DN subjectname>>"
cisco-avpair="tti:iosconfig#<<value>>"
cisco-avpair="tti:iosconfig#<<value>>"
cisco-avpair="tti:iosconfig#=<<value>>"

（注） 有効な AAA ユーザ名レコードさえあれば、認証チェックを通過できます。「cisco-avpair=tti」情報は、

認可チェックの場合だけ必要です。

認可応答で題名を受信した場合、SDP レジストラによりその題名は登録データベースに保管され、

「subjectname」は、ペティショナ デバイスからの以降の証明書要求（PKCS10）で提供される題名よ

り優先されます。

番号が付けられた「tti:iosconfig」値は、ペティショナに送信される SDP Cisco IOS スニペットに展開

されます。設定により、あらゆる番号付き（$1 ～ $9）のテンプレート型変数が置き換えられます。デ

フォルト Cisco IOS スニペット テンプレートには変数 $1 ～ $9 が含まれていないため、外部 Cisco IOS 
スニペット テンプレートを設定しない限り、これらの変数は無視されます。外部設定を指定するには、

template config コマンドを使用します。外部設定の詳細については、「カスタム設定とファイルのテン

プレート型変数のペティショナでの展開ルール」を参照してください。

（注） テンプレート設定位置には、変数「$n」が含まれている場合があります。この変数はユーザがログイ

ンに使用した名前に展開されます。

管理イントロデューサの認証リストと認可リスト

SDP メカニズムでは、イントロデューサとデバイス間に永続的関係があることを前提としています。

その結果、イントロデューサのユーザ名はデバイス名の定義に使用されます。

SDP 配置シナリオの中には、イントロデューサが多数のデバイスの紹介を行う、管理者の場合があり

ます。ただし、イントロデューサ（管理者）名を使用してデバイス名を定義すると、複数のデバイスの

デバイス名が同じになり、正しく配置されなくなります。代わりに、管理イントロデューサを使用すれ

ば、管理者は紹介中に正しいデバイス名を指定できます。

一般的に言えば、イントロデューサのユーザ名がデータベース レコード ロケータとして使用され、

Cisco IOS 設定テンプレート、（AAA データベースから取り出され、テンプレートに展開される）各種

テンプレート型変数、およびデバイスに発行された PKI 証明書の該当する題名など、デバイスに関す

る他のすべての情報が決定されます。簡単にするため、データベース レコード ロケータはユーザ名ま

たはデバイス名と呼びます。

管理イントロデューサは、デバイス名を提供します。そのようにして、管理者は紹介を行う場合に適切

なレコード ロケータを提供できます。たとえば、管理者がユーザ名「user1」のデバイスを紹介しよう

としている場合、管理者はそのデバイスを PKI ネットワークに紹介し、管理者自身の資格情報を使用

してレジストラにログイン後、user1 をレコード ロケータとして提供します。レコード ロケータ user1 
がデバイス名になります。紹介に固有の他のすべてのテンプレートおよび PKI 証明書の題名に関する

情報が、管理者のレコードではなく、user1 ユーザ名レコードにより提供されます。

レジストラ デバイスでは、ユーザ イントロデューサ名とともに、提供されたユーザ名情報が使用され

ます。ユーザ名により既存のメカニズムで、変更なくサポートする必要があるユーザの認可、テンプ

レート、および PKI 証明書の情報が判断できます。
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カスタム テンプレートの SDP での動作

カスタム テンプレートを使用して、SDP プロセスを簡略化できます。

• カスタム テンプレートにより、Web ページに必要な開始情報を記入できるため、イントロデュー

サはレジストラに連絡する必要がなくなり、SDP トランザクションを即座に開始できます。

• カスタム テンプレートにより、カスタマイズされた展開情報を Web ページに表示できるため、

ユーザに合せてユーザ エクスペリエンスを調整できます。

デフォルト テンプレートを変更すると、カスタム テンプレートを簡単に定義できます。カスタム テン

プレートがない場合、イントロデューサは SDP トランザクションが開始できるための情報をレジスト

ラに問い合せる必要があります。デフォルト テンプレートのリストについては、「SDP トランザクショ

ン Web ページのデフォルト テンプレート」を参照してください。

（注） カスタム テンプレートを設定するのは、上級の SDP ユーザだけが設定することを推奨します。テンプ

レートがイントロデューサのブラウザに表示される前に、テンプレートを誤って変更してしまった場合

に問題が発生するおそれがあるためです。

カスタム テンプレート型変数の展開

テンプレートには、Cisco IOS SDP レジストラまたはペティショナにより置き換えられる展開変数があ

ります。これらの変数は、次のように展開されます。

• $$：「$」

• $a：AV のペア 

• $c：Trusted certificate

• $d：ブラウザのダンプ AV のペア

• $h：ホスト名

• $k：キーラベルまたは「tti」

• $l：トラストポイント ラベル = 「tti」

• $n：HTTP クライアントのユーザ名

• $s：TTI キーのデフォルト サイズ

• $t：トラストポイント設定

• $u：完了 URL

• $1 ～ $9：ユーザ認証中に AAA サーバから取得された変数

カスタム テンプレート型変数の展開ルール

設定とテンプレートは SDP 交換中に使用されます。使用前および配布後、これらのテンプレートは、

SDP 通信段階に基づき、次のルールで展開されます。

カスタム HTML テンプレートの展開ルール

HTML テンプレートは HTTP クライアントに送信される前に、即座に展開されます。HTTP テンプ

レートは次のように展開されます。
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• $u：SDP 完了 URL（例： http://10.10.10.1/ezsdd/completion）が入力される完了 URL。この変数

は、内部「ウィザード」状態として SDP により内部的に使用されます。通常のウィザード処理の

ため、SDP 紹介ページには「<FORM action=\"$u\"method=\"post\">」といったようなテキストが

含まれている場合があります。

• $n：管理イントロデューサにより入力されたイントロデューサ名またはデバイス名。

• $$：$

• $h：ホスト名

• $a：指定のテンプレート文字があるないにかかわらずすべての AV ペアは、次の HTML フォーム

形式に書き出されます（これらの AV ペアは「INPUT type=hidden」でないため、テンプレートま

たは SDP プロセスのデバッグのために Web ページに直接表示されます）。

<INPUT type=hidden NAME="attribute string here"

value="variable string here"><BR>

すべての HTML テンプレートに以下のラインがなければなりません。

$d = dump all av pairs in: attribute = value<BR>

URL テンプレートの展開ルール

設定テンプレートの発信元、ファイル テンプレートの発信元、およびファイル宛先には URL が存在し

ます。これらの変数は、レジストラが URL を作成するとき、つまり設定またはファイルを取得する直

前に展開されます。ファイル宛先については、これらの変数は、ペティショナによりファイルがファイ

ル宛先にコピーされる直前に展開されます。

• $$：$

• $h：ホスト名

iPhone の導入に関する URL テンプレートの展開ルール

iPhone を導入するために、次のテンプレート展開変数が導入されました。

• $o：チャレンジ パスワード。このテンプレート文字は、SDP レジストラが Simple Certificate 
Enrollment Protocol（SCEP）サーバからチャレンジ パスワードを取得した後、開始段階で設定プ

ロファイルが iPhone に送信される前に、SDP レジストラによって展開されます。

• $i：iPhone の Unique Device Identifier（UDID; 固有デバイス識別子）。このテンプレート文字は、

紹介段階で設定プロファイルが iPhone に送信される前に、SDP レジストラによって所有者名の 
CN フィールドに展開されます。

• $p：所有者名のディファレンシエータ。このテンプレート文字は、CLI によって設定された値を使

用して SDP レジストラによって展開されます。詳細については、「Apple iPhone を導入するため

の SDP レジストラの設定」（P.33）を参照してください。この値は、SCEP サーバが iPhone に対

して発行する 2 つの証明書を区別するために使用されます。1 つの証明書は完了段階で発行され、

もう 1 つの証明書は VPN 確立段階で発行されます。この値を挿入する所有者名の部分または

フィールドを決定します。

詳細については、「PKI で SDP が Apple iPhone を導入する方法」（P.22）を参照してください。

カスタム設定およびファイルのテンプレート型変数の展開ルール

カスタム設定とファイルのテンプレート型変数は両方とも、レジストラが設定またはファイルのテンプ

レートを作成する場合、またペティショナが設定またはファイルのテンプレートを受信する場合に展開

されます。
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カスタム設定とファイルのテンプレート型変数のレジストラでの展開ルール

レジストラが設定またはファイルのテンプレートを展開する場合、Cisco IOS CA により次の変数が使

用されます。これらの変数は、SDP ウィザードで送信前に展開されます。

• $$：$

• $h：ホスト名

• $t：クライアントで展開されるよう $l、$k、および $ を組み込んだ単純なトラストポイント デ
フォルト設定

• $1 ～ $9：ユーザ認証中に AAA サーバから取得された変数（ファイル テンプレートには適用され

ない）

カスタム設定とファイルのテンプレート型変数のペティショナでの展開ルール

ペティショナが設定またはファイルのテンプレートを展開する場合、次の変数が展開されます。

• $$：$

• $h：ホスト名

• $k：キーラベル

• $l：トラストポイント ラベル

• $s：キーのサイズ

• $c：証明書チェーンに展開

• $n：ユーザ名に展開（ファイル テンプレートには適用されない）

カスタム設定 HTTP テンプレート型変数の展開ルール

カスタム設定 HTTP テンプレートにより、バックエンド Common Gateway Interface（CGI; コモン 
ゲートウェイ インターフェイス）スクリプトに柔軟性が与えられ、外部管理システムと統合されます。

テンプレート URL は、レジストラが外部管理システムからブートストラップ設定を受信する前に、

HTTP テンプレートを展開することで実行されます。デバイス情報に基づいて特定のブートストラップ

設定ファイルが見つかるようにするため、デバイス名（$n）は URL に展開され、外部管理システムへ

と渡されます。

（注） 表示される HTML テキストの変更だけ行う必要があります。既存の展開変数、Javascript、およびデ

フォルト テンプレートの形式は、テンプレートのカスタマイズ時には削除しないでください。これら

のは SDP が正しく動作するために必要な情報です。

HTTP テンプレートの展開と template config コマンドにより、次のいずれかのファイル タイプを指定

して、カスタマイズ ブートストラップ設定ファイルを取得できます。

• デバイス名を使用した設定ファイル（例：template config http://myserver/$n-config-file.conf）

• デバイス名を使用した CGI スクリプト（例：template config http://myserver/cgi-bin/mysdpcgi 
post）

Cisco IOS Release 12.4(6)T の時点で、ブートストラップ設定がデバイス名だけでなく、タイプ、

Cisco IOS 現行バージョン情報、および現行の設定で識別できるよう CGI サポートが拡張されました。

この機能では、post キーワードにより template config コマンドが拡張されています。このキーワード

はレジストラに、HTTP または HTTPS プロトコルだけを使用した CGI スクリプトによってこの追加デ

バイス情報を外部管理システムに送信するよう指示します。
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レジストラにより、AV ペア（$a）を使用してデバイス情報が外部管理システムに渡されます。AV ペ
ア情報を使用して、管理システムは適切なブートストラップ設定ファイルを識別し、レジストラに返信

します。カスタマイズ ブートストラップ設定ファイルを識別するため、拡張 CGI サポートにより送信

される追加 AV ペアを表 1 に示します。

（注） レジストラでは Cisco IOS Release 12.4(6)T が実行され、template config コマンドは post キーワード

を指定して発行する必要があります。また、url 引数には HTTP または HTTPS のいずれかが含まれて

いなければなりません。拡張 CGI テンプレート機能にはその他のプロトコルはサポートされていませ

ん（例：FTP）。

SDP トランザクション Web ページのデフォルト テンプレート

SDP トランザクション Web ページにはそれぞれ、次のデフォルト テンプレートが存在します。

• 「デフォルトの予備接続テンプレート」

• 「デフォルト開始ページ テンプレート」

• 「デフォルトようこそページ テンプレート」

• 「デフォルト紹介ページ テンプレート」

• 「デフォルト管理紹介ページ テンプレート」

• 「デフォルト完了ページ テンプレート」

デフォルトの予備接続テンプレート

予備接続テンプレートは、ユーザの環境に応じた値を含めるよう、管理者により変更できます。予備接

続ページのフォーマットも、テンプレートに含まれている設定により変更できます。

表 1 HTTP ポスト中に外部管理システムに送信される AV ペア

AV ペア 説明

TTIFixSubjectName AAA_AT_TTI_SUBJECTNAME（レルム認証ユーザがレジストラでルー

ト ユーザでない場合だけ送信）

TTIIosRunningConfig show running-config brief の出力

TTIKeyHash デバイス公開キー上で計算されるダイジェスト

TTIPrivilege AAA_AT_TTI_PRIVILEGE：ユーザが管理者の場合は「admin」、ユーザ

が管理者でない場合は「user」が送信されます（レルム認証ユーザが管理

者で AAA サーバから情報が利用できる場合だけ送信）

TTISignature UserDeviceName および TTISignCert を除く AV ペアすべてで計算される

ダイジェスト

TTISignCert デバイスの現在の証明書（デバイスに現在証明書がある場合だけ送信）

TTITemplateVar AAA_AT_TTI_IOSCONFIG（1-9）（レルム認証ユーザがレジストラで

ルート ユーザでない場合だけ送信）

TTIUserName デバイス名

TTIVersion TTI バージョンのレジストラ

UserDeviceName 管理イントロデューサにより入力されたデバイス名（レルム認証ユーザが

管理者の場合だけ送信）
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管理者がカスタマイズする必要があるレジストラの IP アドレスを除き、予備接続テンプレートは次に

示すように使用できます。

<html><head><title>
SDP: Test Internet Connection</title></head>
<noscript><b>
If you see this message, your browser is not running JavaScript,<br>
which is required by Cisco Secure Device Provisioning.<br>
If you cannot enable JavaScript, please contact your system administrator.
<br><br></b></noscript>
<body style="background-color: rgb(204, 255, 255);">
<div style="text-align: center;"><big><big>
Secure Device Provisioning</big><br>
Test Internet Connection</big><br><br>

<form action="http://10.10.10.1/ezsdd/connect" method="post">
<input type="submit" value="Log onto Cisco Device"><br><br>
Default username/password is cisco/cisco.
<input type="hidden" name="TTIAfterConnectURL"
value="http://10.10.10.1/ezsdd/welcome">
<!-- Note, that for the below, 198.133.219.25 = www.cisco.com. -->
<input type="hidden" name="TTIConnectTestURL" value="http://198.133.219.25">
<input type="hidden" name="TTIInsideAddr" value="10.10.10.1">
<input type="hidden" name="TTIlanport" value="Vlan1">
<input type="hidden" name="TTIwanport" value="FastEthernet4">
</form></div></body></html>

非表示 HTML 形式フィールド

非表示 HTML 形式フィールドにより、初期設定情報が管理者により設定されたとおりにブラウザに送

信されますが、署名はされていません。

（注） 「非表示」という用語は、イントロデューサができるだけ混乱しないよう、これらの HTML 形式フィー

ルドが予備接続ページに表示されないことを示します。

管理者は、表 2 に示すように、予備接続テンプレートの非表示 HTML 形式フィールドを設定できます。

表 2 予備接続段階中に送信される管理者が定義した AV ペア 

AV ペア 説明

TTIAfterConnectURL 管理者は、TTIAfterConnectURL フィールドをようこそページの URL また

は開始ページの URL のいずれかに設定できます。ようこそページの URL 
は、ペティショナの出荷時デフォルト IP アドレスに指定されています。接

続後 URL は、インターネット接続確立後に SDP が使用されない場合に任

意の有効な URL になることができます。

TTIConnectTestURL 管理者は、TTIConnectTestURL フィールドを、インターネット接続確立時

にアクセスできるはずの有効な URL に設定できます。予備接続テンプレー

トのデフォルト値は、www.cisco.com（198.133.219.25）です。

TTIInsideAddr 管理者は、TTIInsideAddr フィールドをペティショナの出荷時デフォルト 
IP アドレスに設定できます。Cisco 871 ISR の場合は、IP アドレスは 
10.10.10.1 です。
19



PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定

  PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定に関する情報
（注） 接続テンプレートはカスタマイズできません。

デフォルト開始ページ テンプレート

<html><head><title>EZ-Secure Device Deployment Start page on $h</title></head>
<NOSCRIPT><B>
If you see this message, your browser is not running JavaScript.<BR> 
Cisco Secure Device Deployment requires JavaScript.<BR> Please contact 
your system adminstrator.<BR><BR></B></NOSCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE="JavaScript">
function submit_to_url(form){
form.action=form.TTIWelcomeURL.value;return true;}</SCRIPT>
<B>Welcome to Cisco Secure Device Deployment Server $h</B> <FORM 
action="" method="post" onSubmit="return submit_to_url(this)"> Your 
device:<BR> <INPUT type="text" name="TTIWelcomeURL" size=80 
value=\"\"><BR><BR> <INPUT type="submit" value="Next>"><BR> 
$a</FORM></html>

デフォルトようこそページ テンプレート

<html><head><title>EZ-Secure Device Deployment WELCOME to $h</title></head>
<NOSCRIPT><B>
If you see this message, your browser is not running JavaScript.<BR> 
Cisco Secure Device Deployment requires JavaScript.<BR> Please contact 
your system adminstrator.<BR><BR></B></NOSCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">
function submit_to_url(form){
natURL=location.href.split(\"/\");
localURL=form.TTICompletionURL.value.split(\"/\");
if(natURL[2]!=localURL[2]){
form.TTICompletionURL.value=localURL[0]+\"//\"+natURL[2]+\"/
\"+localURL[3]+
\"/\"+localURL[4];}
form.action=form.vpnserviceurl.value;
return true;}</SCRIPT>
<B>Welcome to Cisco Secure Device Deployment for $h</B> <FORM 
action=\"\" method=\"post\" onSubmit=\"return submit_to_url (this)\"> 
To join a Virtual Private Network (VPN) enter the web<BR> site URL 
provided by your network administrator:<BR> <INPUT type=\"text\" 
name=\"vpnserviceurl\" size=80 value=\"\"><BR><BR><INPUT 
type=\"submit\" value=\"Next>\"><BR> $a</FORM></html>

TTIlanportx 管理者は、TTIlanportx フィールドをペティショナ プラットフォームの 
LAN インターフェイスに設定できます。このフィールドは、Cisco IOS 接
続設定の適用に使用できます。Cisco 871 の場合は、フィールド値は

「Vlan1」になります。

TTIwanport 管理者は、TTIwanport フィールドをペティショナの WAN インターフェイ

ス名に設定できます。このフィールドは、Cisco IOS 接続設定の適用に使

用できます。Cisco 871 の場合は、フィールド値は「FastEthernet4」にな

ります。

AV ペア 説明
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デフォルト紹介ページ テンプレート

<html><head><title>EZ-Secure Device Deployment INTRODUCTION to $h</title>
</head><B>Welcome to the VPN network gateway on $h</B> <FORM 
action=\"$u\" method=\"post\"> Your 'username' and 'password' entered 
have been accepted.<BR> Your device will now be allowed to 
automatically join the VPN network.<BR> <BR>Press Next to complete 
automatic configuration of your VPN Device.<BR> <BR><INPUT 
type=\"submit\" value=\"Next>\"><BR> $a</P></FORM></html>

デフォルト管理紹介ページ テンプレート

<html><head><title>EZ-Secure Device Deployment ADMINISTRATIVE 
INTRODUCTION to $h</title></head> <NOSCRIPT><B> If you see this 
message, your browser is not running JavaScript.<BR> Cisco Secure 
Device Deployment requires JavaScript.<BR> Please contact your system 
adminstrator.<BR><BR></B></NOSCRIPT>
<SCRIPT LANGUAGE=\"JavaScript\">
function submit_to_url(form){
form.introadminurl.value=location.href+\"/admin\";
form.action=form.introadminurl.value;
return true;}</SCRIPT>
<B>Welcome to the VPN network gateway on $h</B> <FORM action=\"\" 
method=\"post\" onSubmit=\"return submit_to_url (this)\"> Your 
administrator 'username' and 'password' entered have been 
accepted.<BR> Please provide the name to be associated with this 
device:<BR> <INPUT type=\"text\" name=\"userdevicename\" size=64 
value=\"\"><BR><BR> <INPUT type=\"submit\" value=\"Next>\"><BR> <INPUT 
type=\"hidden\" name=\"introadminurl\" value=\"\"><BR> 
$a</FORM></html> 

デフォルト完了ページ テンプレート

<html><head><title>EZ-Secure Device Deployment COMPLETE on $h</title></head>
<B>Now enrolling $h with the VPN network...</B><BR> Full network VPN 
access should be available in a moment.<BR><BR> $d<BR></html>

設定ファイルのデフォルト テンプレート

デフォルト設定のテンプレートを示します。デフォルト設定ファイルは、設定テンプレートが指定され

ていない、または template config コマンドが post キーワードを指定せずに発行されている場合に使

用されます。デフォルト設定テンプレートの使用方法の詳細については、「設定テンプレート ファイル

の使用：例」（P.48）を参照してください。

$t
!
$c

!
end
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PKI で SDP が Apple iPhone を導入する方法

Cisco IOS 15.1(2)T および Apple iPhone OS 3.0 リリースが導入されたため、Cisco IOS ネットワーク 
デバイスで Apple iPhone がサポートされるようになりました。Cisco IOS ルータは SDP レジストラを

使用して iPhone を導入し、IPSec VPN、SCEP サーバ、および PKI 証明書の導入テクノロジーを使用

してネットワーク アプリケーションに安全にアクセスできるようにします。

Apple iPhone では、XML ベースの「設定プロファイル」の配布と証明書の初期導入を組み合わせて実

行します。SDP はこれらの初期の証明書を使用してエンタープライズ アプリケーションへのアクセス

を認証し、その後のプロファイルの配布を暗号化します。SDP は、iPhone にデジタル証明書を配布す

る際に、この登録ソリューションを使用します。

図 14 PKI での SDP レジストラによる iPhone の導入

PKI での SDP レジストラによる Apple iPhone の導入段階

ここでは、PKI で SDP レジストラが iPhone を導入する場合の各段階について説明します。

SDP 導入開始段階

次のステップでは、SDP 導入開始段階について説明します。

（注） SDP 導入開始段階は、『Apple iPhone Enterprise Deployment Guide』で説明する「Begin Enrollment」
段階（またはフェーズ 1）と同じです。

ステップ 1 iPhone ユーザは Safari ブラウザを開き、開始ページの HTTPS URL を入力します。たとえばこの 
HTTPS URL は、社内のネットワーク アドレスなどです。SDP レジストラの HTTPS ページによって

プロセスが開始されます。

ステップ 2 ユーザは、ユーザ名とパスワードを入力して Cisco ルータとの認証を開始します。Cisco ルータは SDP 
レジストラとして動作します。

ステップ 3 SDP レジストラは SCEP サーバに接続し、チャレンジ パスワードを取得します。

ステップ 4 SDP レジストラは、チャレンジ パスワード、SCEP サーバの URL、および iPhone 属性の要求で構成

される設定プロファイルを XML 形式で作成します。SCEP サーバの URL は登録要求の送信に使用さ

れ、iPhone デバイスの属性は RSA キーを生成する際に iPhone によって使用されます。
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次の例は、SDP 導入開始段階で SDP レジストラが iPhone に送信する設定プロファイルを示しています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Inc//DTD PLIST 1.0//EN" "http://
www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>PayloadContent</key>
<dict>
<key>URL</key>
<string>https://profileserver.example.com/iphone</string>
<key>DeviceAttributes</key>
<array>
<string>UDID</string>
<string>IMEI</string>
<string>ICCID</string>
<string>VERSION</string>
<string>PRODUCT</string>
</array>
<key>Challenge</key>
<string>optional challenge</string>

ステップ 5 iPhone ユーザは、設定ファイルを iPhone にインストールして、SDP 開始段階を終了します。

SDP 導入ようこそ段階

SDP 導入ようこそ段階は iPhone には適用されません。これは、イントロデューサ（Safari Web ブラウ

ザなど）が SDP ペティショナ（iPhone）で実行されるためです。

SDP 導入紹介段階

次のステップでは、SDP 導入紹介段階について説明します。

（注） SDP 導入紹介段階は、『Apple iPhone Enterprise Deployment Guide』で説明する「Device 
Authentication」段階（またはフェーズ 2）と同じです。

ステップ 1 iPhone は、要求されたデバイス属性情報とチャレンジ パスワードを含む HTTPS POST を設定プロ

ファイルとしてトリガします。HTTPS POST は、SDP 導入開始段階で取得した設定プロファイルに指

定されている HTTPS の URL に送信されます。これは、SDP 導入紹介段階の URL である必要があり

ます。POST データは Apple 社が発行した証明書（組み込みの ID）を使用して iPhone によって署名さ

れます。そしてこの署名が確認され、ID が確認され、デバイス属性が確認されます。

ステップ 2 iPhone によって送信された UDID は SDP レジストラによって取得され、所有者名に追加されます。そ

の後、SDP レジストラによって取得されたデバイス属性は、これが本当に受け入れられるデバイスの

タイプであるかどうかを判断するために使用されます。たとえばネットワーク管理者は、3GS の 
iPhone のみをネットワークで使用できるように許可します。これは、iPhone 3GS にはハードウェアに

暗号化された保管場所があるためです。取得されたデバイス属性によって、SDP レジストラは 3GS の 
iPhone と 3G の iPhone を区別できます。

次の例は、SDP 導入紹介段階で iPhone が送信する設定プロファイルを示しています。

              <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
              <!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/
                DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
              <plist version="1.0">
              <dict>
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              <key>UDID</key>
              <string></string>
              <key>VERSION</key>
              <string>7A182</string>
              <key>MAC_ADDRESS_EN0</key>
              <string>00:00:00:00:00:00</string>
              <key>CHALLENGE</key>
              either:
                  <string>String</string>
              or:
                  <data>"base64 encoded data"</data>
              </dict>
              </plist>
           

ステップ 3 SDP レジストラは、SCEP サーバの HTTP URL、登録要求で送信される所有者名（UDID を含む）、

キーのサイズ、キーのタイプ、キーの使用状況、およびチャレンジ パスワードで構成された設定プロ

ファイルを作成して応答します。開始段階がスキップされた場合、SDP レジストラは SCEP サーバに

接続し、チャレンジ パスワードを取得します。SDP レジストラが所有者名とチャレンジ パスワードを

取得する方法の詳細については、「iPhone の導入に関する URL テンプレートの展開ルール」（P.16）を

参照してください。

（注） SDP レジストラでは RSA のキー タイプのみをサポートしています。

次の例は、SDP 導入紹介段階で SDP レジストラが送信する設定プロファイルを示しています。

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple Inc//DTD PLIST 1.0//EN" "http://
www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
<key>PayloadContent</key>
<dict>
<key>URL</key>
<string>https://iphone.vpn.apple.com/pkifoobar.exe</string>
<key>Name</key>
<string>instance_for_getcacert_call</string>
<key>Subject</key>
<array>
<array>
<array>
<string>O</string>
<string>Apple Inc.</string>
</array>
</array>
<array>
<array>
<string>CN</string>
<string>Foo</string>
</array>
</array> 
</array>
<key>Challenge</key>
<string>CHALLENGE</string>
<key>Keysize</key>
<integer>1024</integer>
<key>Key Type</key>
<string>RSA</string>
<key>Key Usage</key>
<integer>5</integer>
</dict>
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<key>PayloadDescription</key>
<string>Provides device encryption identity</string>
<key>PayloadUUID</key>
<string>fd8a6b9e-0fed-406f-9571-8ec98722b713</string>
<key>PayloadType</key>
<string>com.apple.security.scep</string>
<key>PayloadDisplayName</key>
<string>Encryption Identity</string>
<key>PayloadVersion</key>
<integer>1</integer>
<key>PayloadOrganization</key>
<string>Apple Inc.</string>
<key>PayloadIdentifier</key>
<string>com.apple.encrypted-profile-service</string>
</dict>
</plist>

SDP 導入ポスト紹介段階

次のステップでは、SDP 導入ポスト紹介段階について説明します。

（注） SDP 導入ポスト紹介段階は、『Apple iPhone Enterprise Deployment Guide』で説明する「Certificate 
Installation」段階（またはフェーズ 3）と同じです。

ステップ 1 iPhone は、SDP 導入紹介段階で SDP レジストラから取得した SCEP 情報を含む設定プロファイルの指

定をインストールします。

ステップ 2 iPhone はプロファイルに指定された指示に従ってキーを生成し、HTTP URL がプロファイルに指定さ

れている SCEP サーバに登録要求とチャレンジ パスワードを送信します。

ステップ 3 SCEP サーバはチャレンジ パスワードを確認し、iPhone にデジタル証明書を発行します。

ステップ 4 ユーザはこの証明書を iPhone にインストールし、Cisco IPsec VPN を使用して会社のネットワークに

接続できます。

（注） この証明書は、VPN の設定などの会社のその他の設定や Wi-Fi の設定のダウンロードに使用すること

もできます。

SDP 導入第二紹介段階

次のステップでは、SDP 導入第二紹介段階について説明します。

（注） SDP 導入第二紹介段階は、『Apple iPhone Enterprise Deployment guide』で説明する「Device 
Configuration」段階（またはフェーズ 4）と同じです。

ステップ 1 iPhone は、次の場合を除き SDP 導入紹介段階を繰り返します。

• iPhone の POST データにチャレンジ パスワードが含まれていない。

• SDP 導入ポスト紹介段階で、SCEP サーバから取得した証明書を使用して、iPhone が POST デー

タに署名している。

ステップ 2 SDP レジストラは、VPN の設定、Wi-Fi の設定、および電子メールの設定などの会社の一般的な設定

を含む設定プロファイルを使用して応答します。また、VPN の確立に使用する別の証明書の SCEP の
設定も含みます。
25

http://manuals.info.apple.com/en_US/Enterprise_Deployment_Guide.pdf
http://manuals.info.apple.com/en_US/Enterprise_Deployment_Guide.pdf


PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定

  PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定方法

（

2 回目の SDP 導入ポスト紹介段階

2 回目の SDP 導入ポスト紹介段階は、SDP 導入ポスト紹介段階と同じです。iPhone は、2 回目の SDP 
導入紹介段階で SDP レジストラが提供する SCEP の設定に基づいて証明書要求を生成し、SCEP サー

バに登録します。

SDP 導入完了段階

SDP 導入完了段階は iPhone には適用されません。これは、イントロデューサ（Safari Web ブラウザな

ど）が SDP ペティショナ（iPhone）で実行されるためです。

PKI への登録のための Secure Device Provisioning
SDP）の設定方法

ここでは、ご使用の PKI に対して SDP を設定する場合に従う次の手順について説明します。レジスト

ラは、レジストラ設定作業のいずれかだけにしたがって設定できます。

• 「SDP ペティショナのイネーブル化」（P.26）

• 「SDP レジストラのイネーブル化と AAA リストのサーバへの追加」（P.28）

• 「証明書を使用した認可のための SDP レジストラのイネーブル化」（P.31）

• 「Apple iPhone を導入するための SDP レジストラの設定」（P.33）

• 「管理イントロデューサの設定」（P.36）

• 「カスタム テンプレートの設定」（P.39）

SDP ペティショナのイネーブル化

ペティショナをイネーブルまたはディセーブルにし、トラストポイントを SDP 交換に関連付ける場合

にこの作業を行います。

またこの作業で、証明書および特定のトラストポイントに関連付けられた RSA キーを使用するようペ

ティショナを設定できます。

（注） ペティショナは、暗号イメージを含むシスコ デバイスではデフォルトでイネーブルにされています。

したがって、以前にペティショナをディセーブルにしたことがあったり、自動生成されたトラストポイ

ントではなく、既存のトラストポイントを使用する場合は、crypto provisioning petitioner コマンド

を発行するだけです。

（注） デフォルトでは、SDP ペティショナ デバイスでは既存の証明書が使用されます。複数の証明書および

特定の証明書が 1 つ存在する場合は、どちらか選択するためにこの作業を行います。ただし、デフォル

ト動作をイネーブルにする場合にはこの作業は必要ありません。

前提条件

• ip http server コマンドを使用して HTTP サーバをイネーブルにする必要があります（HTTP サー

バは通常、多数の Cisco IOS 設定ではデフォルトでイネーブルにされています）。
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• 証明書および RSA キーを使用するようペティショナを設定している場合、SDP ペティショナ デバ

イスには既存の製造業者の証明書または第三者の証明書がなければなりません。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto provisioning petitioner

4. trustpoint trustpoint-label 

または

trustpoint signing trustpoint-label

5. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto provisioning petitioner

例：
Router(config)# crypto provisioning 
petitioner

SDP ペティショナ デバイスの動作を変更できるようにし、

tti-petitioner コンフィギュレーション モードを開始します。

（注） Cisco IOS Release 12.3(14)T で有効です。crypto 
provisioning petitioner コマンドは crypto wui tti 
petitioner コマンドと置き換えられています。

ステップ 4 trustpoint trustpoint-label 

例：
Router(tti-petitioner)# trustpoint mytrust

または

trustpoint signing trustpoint-label

例：
Router(tti-petitioner)# trustpoint signing 
mytrust

（任意）ペティショナとレジストラ間で SDP 交換と関連付

けるトラストポイントを指定します。

（注） このコマンドが発行されないと、trustpoint-label 
引数には自動的に「tti」のラベルが付きます。

（任意）SDP 交換中にすべての紹介データに署名する場合に

使用されるトラストポイントと関連証明書を指定します。

ステップ 5 end

例：
Router(tti-petitioner)# end

（任意）tti-petitioner コンフィギュレーション モードを終

了します。
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トラブルシューティングのヒント

SDP 交換が完了したら、「tti」という新しいトラストポイント ラベルができあがります。トラストポイ

ントは、自動的に証明書サーバ（レジストラ）に登録されます。トラストポイントが実際に存在するこ

とを確認するには、show running-config コマンドを使用します。

次の作業

証明書と特定のトラストポイントに関連付けられた RSA キーを使用するようペティショナを設定する

場合、「証明書を使用した認可のための SDP レジストラのイネーブル化」の作業で次のようにレジスト

ラを設定する必要があります。

SDP レジストラのイネーブル化と AAA リストのサーバへの追加

レジストラをイネーブルにし、証明書サーバを SDP 交換と関連付ける場合にこの作業を行います。

また、認証リストと認可リストを RADIUS サーバまたは TACACS+ サーバに追加する場合にもこの作

業を行うことができます。

前提条件 

レジストラを設定する前に、次の作業を実行します。

• HTTP サーバまたは HTTPS サーバをイネーブルにします。

（注） HTTPS サーバをイネーブルにする前に、標準の HTTP サーバが設定されている場合は、それ

をディセーブルにるす必要があります。HTTP サーバをディセーブルにするには、no ip http 
server コマンドを使用します。HTTPS サーバをイネーブルにするには、ip http secure-server 
コマンドの後に ip http secure-trustpoint コマンドを発行する必要があります。指定のトラス

トポイントは、レジストラとユーザのブラウザ間の HTTPS 通信に適切なレジストラ ローカル 
トラストポイントです。

• crypto pki server コマンドを使用して、Cisco IOS 証明書サーバを設定します。

AAA リストを設定する場合、次の作業を完了するだけでなく、レジストラに必要な前提条件を完了す

る必要があります。

• ユーザ情報を AAA サーバ データベースに追加します。RADIUS サーバまたは TACACS+ AAA 
サーバを設定するには、『Cisco IOS Security Configuration Guide』の「Configuring RADIUS」お

よび「Configuring TACACS+」の章を参照してください。

• 新しい AAA リストを設定します。AAA リストを設定するには、『Cisco IOS Security 
Configuration Guide』の「Configuring RADIUS」、「Configuring TACACS+」、「Configuring 
Authentication」、および「Configuring Authorization」を参照してください。

制約事項 

Cisco IOS CA デバイスの要件

SDP プロセス中、Cisco IOS CA 証明書はピア デバイスに自動的に発行されます。SDP レジストラが

第三者のベンダーの CA デバイスで設定されている場合、SDP プロセスは動作しません。
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template config コマンド

Cisco IOS 設定変数は 9 つあります。設定でさらに柔軟性が必要な場合、template config コマンドを

使用して、イントロデューサに固有の設定テンプレートを参照できます。設定の柔軟性の詳細について

は、「カスタム設定およびファイルのテンプレート型変数の展開ルール」の項を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto provisioning registrar 

4. pki-server label

5. authentication list list-name

6. authorization list list-name

7. template username name [password password]

8. template config url [post]

9. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto provisioning registrar

例：
Router(config)# crypto provisioning registrar

デバイスを SDP 交換のレジストラになるよう設定し、

tti-registrar コンフィギュレーション モードを開始します。

（注） Cisco IOS Release 12.3(14)T で有効です。crypto 
provisioning registrar コマンドは crypto wui tti 
registrar コマンドと置き換えられています。

ステップ 4 pki-server label 

例：
Router(tti-registrar)# pki-server mycs

ペティショナとレジストラ間で SDP 交換と関連付ける証

明書サーバを指定します。

ステップ 5 authentication list list-name

例：
Router (tti-registrar)# authentication list 
authen-tac

（任意）SDP 交換でイントロデューサを認証します。
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例

SDP トランザクションのトラブルシューティングに役立てるため、debug crypto provisioning コマン

ドを発行できます。このコマンドにより、ペティショナ デバイスとレジストラ デバイスからの出力が

表示されます。

次に debug crypto provisioning コマンドの出力を示します。次に、ペティショナ デバイスとレジスト

ラ デバイスからの出力を示します。

Petitioner device
! The user starts the Welcome phase.
Nov  7 03:15:48.171: CRYPTO_PROVISIONING: received welcome get request.
! The router generates a Rivest, Shamir, and Adelman (RSA) keypair for future enrollment.
Nov  7 03:15:48.279: CRYPTO_PROVISIONING: keyhash 'A506BE3B83C6F4B4A6EFCEB3D584AACA'
! The TTI transaction is completed.
Nov  7 03:16:10.607: CRYPTO_PROVISIONING: received completion post request.

Registrar device
!. During the introduction phase, the browser prompts for login information.
06:39:18: CRYPTO_PROVISIONING: received introduction post request.

ステップ 6 authorization list list-name

例：
Router (tti-registrar)# authorization list 
author-rad

（任意）証明書の題名およびペティショナに返信される 
Cisco IOS CLI スニペットに展開されるテンプレート型変

数のリストに該当する認証フィールドを受信します。

ステップ 7 template username name [password password]

例：
Router(tti-registrar)# template username 
ftpuser password ftppwd

（任意）ファイル システムの設定テンプレートにアクセス

するためのユーザ名およびパスワードを確立します。

ステップ 8 template config url [post]

例：
Router(tti-registrar)# template config 
http://myserver/cgi-bin/mycgi post 

（任意）Cisco IOS CLI 設定テンプレートのリモート URL 
を指定します。

url 引数は設定ファイルを参照し、デバイス名（$n）を指

定してブートストラップ設定を識別できます。CGI サポー

トにより HTTP または HTTPS のいずれかを使用して CGI 
スクリプトを参照でき、デバイス名だけでなく、タイプ、

Cisco IOS 現行バージョン情報、および現行の設定でブー

トストラップ設定を識別できます。

CGI サポートでは post キーワードを使用する必要があり

ます。

（注） 拡張 CGI サポートを利用するには、レジストラは 
Cisco IOS Release 12.4(6)T 以降を実行している必

要があります。レジストラがそれ以前のバージョ

ンの Cisco IOS を実行している場合は、追加デバ

イス ID 情報は無視されます。

ステップ 9 end

例：
Router(tti-registrar)# end

（任意）tti-registrar コンフィギュレーション モードを終了

します。

コマンドまたはアクション 目的
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06:39:18: CRYPTO_PROVISIONING: checking AAA authentication (ipsecca_script_aaalist, 
ttiuser)
! This happens if the user types in the wrong username or password.
06:39:19: CRYPTO_PROVISIONING: authentication declined by AAA, or AAA server not found - 
0x3
06:39:19: CRYPTO_PROVISIONING: aaa query fails!
! The user re-enters login information.
06:39:19: CRYPTO_PROVISIONING: received introduction post request.
06:39:19: CRYPTO_PROVISIONING: checking AAA authentication (ipsecca_script_aaalist, 
ttiuser)
06:39:20: CRYPTO_PROVISIONING: checking AAA authorization (ipsecca_script_aaalist, 
ttiuser)
! The login attempt succeeds and authorization information is retrieved from the AAA 
database.
06:39:21: CRYPTO_PROVISIONING: aaa query ok!
! These attributes are inserted into the configuration template.
06:39:21: CRYPTO_PROVISIONING: building TTI av pairs from AAA attributes
06:39:21: CRYPTO_PROVISIONING: "subjectname" = "CN=user1, O=company, C=US"
06:39:21: CRYPTO_PROVISIONING: "$1" = "ntp server 10.3.0.1"
06:39:21: CRYPTO_PROVISIONING: "$2" = "hostname user1-vpn"
! The registrar stores this subject name and overrides the subject name in the subsequent 
enrollment request.
06:39:21: CRYPTO_PROVISIONING: subjectname=CN=user1, O=company, C=US
! The registrar stores this key information so that it may be used to automatically grant 
the subsequent enrollment request.
06:39:21: CRYPTO_PROVISIONING: key_hash=A506BE3B83C6F4B4A6EFCEB3D584AACA

証明書を使用した認可のための SDP レジストラのイネーブル化

SDP レジストラをイネーブルにし、指定されたトラストポイントまたは設定済みのトラストポイント

を使用してペティショナ署名証明書を確認し、イントロデューサのユーザ名と証明書名フィールドを使

用して認可検索を開始する場合は、この作業を実行します。

前提条件

証明書および特定のトラストポイントに関連付けられた RSA キーを使用するには、SDP ペティショナ

も設定する必要があります。この作業を完了するには、「SDP ペティショナのイネーブル化」の作業の

項で示すように、トラストポイント署名コマンドを使用します。

制約事項

RADIUS では認証と認可の区別がされていないため、証明書の認可にはデフォルト パスワードの cisco 
を使用する必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto provisioning registrar

4. template file sourceURL destinationURL

5. binary file sourceURL destinationURL

6. authentication trustpoint {trustpoint-label | use-any}

7. authorization {login | certificate | login certificate}
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8. authorization username {subjectname subjectname}

9. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto provisioning registrar

例：
Router(config)# crypto provisioning registrar

SDP レジストラになるようデバイスを設定し、tti-registrar 
コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 template file sourceURL destinationURL

例：
Router(tti-registrar)# template file 
http://myserver/registrar_file_r1 
http://myserver/petitioner_file_p1

（任意）レジストラの発信元テンプレート ファイル位置とペ

ティショナの宛先テンプレート ファイル位置を指定します。

（注） このコマンドは、USB トークンを使用してデバイ

スをプロビジョニングする場合に便利です。

テンプレート展開は、レジストラで発信元 URL とファイ

ル コンテンツの両方について行われます。宛先 URL はペ

ティショナで展開されます。

ステップ 5 binary file sourceURL destinationURL

例：
Router(tti-registrar)# binary file 
http://myserver/registrar_file_a1 
http://myserver/petitioner_file_b1

（任意）レジストラのバイナリ ファイル位置とペティショ

ナの宛先バイナリ ファイル位置を指定します。

（注） このコマンドは、USB トークンを使用してデバイ

スをプロビジョニングする場合に便利です。

発信元と宛先両方の URL はレジストラで展開されます。

また、宛先 URL とファイル コンテンツはペティショナで

展開されます。バイナリ ファイルは、テンプレート展開機

能では処理されません。

ステップ 6 authentication trustpoint {trustpoint-label| 
use-any}

例：
Router(tti-registrar)# authentication 
trustpoint mytrust

（任意）SDP ペティショナ デバイスの現在の証明書の認証

に使用するトラストポイントを指定します。

• trustpoint-label：特定のトラストポイントを指定しま

す。

• use-any：任意の設定済みトラストポイントを指定し

ます。

（注） トラストポイントを指定するのにこのコマンドを

使用しない場合、既存のペティショナ証明書は検

証されません（この機能は、自己署名ペティショ

ナ証明書と互換性があります）。
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Apple iPhone を導入するための SDP レジストラの設定

会社のネットワークに Apple iPhone を導入するために HTTPS を実行するように SDP レジストラを設

定する場合は、この作業を実行します。

前提条件

HTTPS を実行するために SDP レジストラがイネーブルであることを確認します。詳細については、

「SDP レジストラのイネーブル化と AAA リストのサーバへの追加」（P.28）を参照してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip http secure-server

4. crypto provisioning registrar

5. url-profile start profile-name

6. url-profile intro profile-name

7. match url url

8. match authentication trustpoint trustpoint-name（任意）

9. match certificate certificate-map（任意）

10. mime-type mime-type

11. template location location

12. template variable p value（任意）

ステップ 7 authorization {login | certificate | login 
certificate}

例：
Router(tti-registrar)# authorization login 
certificate

（任意）イントロデューサまたは証明書の AAA 認可をイ

ネーブルにします。

• イントロデューサのユーザ名を使用した認可には、

login キーワードを使用します。

• ペティショナの証明書を使用した認可には、

certificate キーワードを使用します。

• イントロデューサのユーザ名およびペティショナの証

明書を使用した認可には、login certificate キーワー

ドを使用します。

ステップ 8 authorization username subjectname subjectname 

例：
Router(tti-registrar)# authorization username 
subjectname all

AAA ユーザ名の構築に使用する異なる証明書フィールド

のパラメータを設定します。

• all キーワードは、証明書を認可ユーザ名として使用す

る場合に、題名全体を指定します。

ステップ 9 end

例：
Router(tti-registrar)# end

（任意）tti-registrar コンフィギュレーション モードを終了

します。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip http secure-server

例：
Router(config)# ip http secure-server

HTTPS Web サーバをイネーブルにします。

ステップ 4 crypto provisioning registrar

例：
Router(config)# crypto provisioning registrar

デバイスを SDP 交換のレジストラになるよう設定し、

tti-registrar コンフィギュレーション モードを開始します。

（注） Cisco IOS Release 12.3(14)T で有効です。crypto 
provisioning registrar コマンドは crypto wui tti 
registrar コマンドと置き換えられています。

ステップ 5 url-profile start profile-name

例：
Router(tti-registrar)# url-profile start START

start キーワードを指定して、URL プロファイルが SDP 導
入開始段階と関連付けられることを示します。

profile-name 引数には、一意の URL プロファイルの名前

を指定します。

（注） SDP 導入紹介段階と SDP 導入開始段階では、いず

れも異なるプロファイルを使用したり、同じ URL 
プロファイルを使用したりすることができます。

ステップ 6 url-profile intro profile-name

例：
Router(tti-registrar)# url-profile intro INTRO

intro キーワードを指定して、URL プロファイルが SDP 導
入紹介段階と関連付けられることを示します。

profile-name 引数には、一意の URL プロファイルの名前

を指定します。

（注） SDP 導入紹介段階と SDP 導入開始段階では、いず

れも異なるプロファイルを使用したり、同じ URL 
プロファイルを使用したりすることができます。

ステップ 7 match url url

例：
Router(tti-registrar)# match url /sdp/intro

URL プロファイルに関連付ける URL を指定します。

ステップ 8 match authentication trustpoint 
trustpoint-name

例：
Router(tti-registrar)# match authentication 
trustpoint apple-tp

（任意）ピアの証明書の認証に使用するトラストポイント

の名前を指定します。トラストポイントの名前が指定され

ていない場合、ピアの証明書の認証には tti-registrar コン

フィギュレーション モードで authentication trustpoint 
コマンドを使用して設定されたトラストポイントが使用さ

れます。詳細については、「証明書を使用した認可のため

の SDP レジストラのイネーブル化」（P.31）を参照してく

ださい。
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Apple CA サーバのトラストポイント証明書の設定例

SDP レジストラは、Apple CA サーバの証明書を信頼するために、iPhone のトラストポイント証明書

から生成された署名を確認する必要があります。iPhone はトラストポイント証明書を使用してメッ

セージに署名します。このトラストポイント証明書は、SDP 導入紹介段階で Apple 社の CA サーバに

よって発行されます。

次の例では、Apple 社の CA 証明書をカットアンドペーストして手動で登録する方式を使用して、証明

書登録を設定する方法を示します。

（注） トラストポイント証明書の設定の詳細については、『Configuring Certificate Enrollment for a PKI』
フィーチャ モジュールの「How to Configure Certificate Enrollment for a PKI」の項も参照してくださ

い。

ステップ 1 グローバル コンフィギュレーション モードで crypto pki trustpoint コマンドを入力してトラストポイ

ントおよび設定された名前を宣言し、CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

Router(config)# crypto pki trustpoint apple-tp

ステップ 2 カットアンドペーストして手動で証明書を登録するように指定するには、enrollment terminal コマン

ドを入力します。

Router(ca-trustpoint)# enrollment terminal

ステップ 3 crypto pki authenticate コマンドを使用して、指定された TFTP サーバから CA 証明書を取得して認証

します。

Router(ca-trustpoint)# crypto pki authenticate apple-tp

ステップ 9 match certificate certificate-map

例：
Router(tti-registrar)# match certificate cat 
10

（任意）ピアの証明書の許可に使用される証明書マップの

名前を指定します。

ステップ 10 mime-type mime-type

例：
Router(tti-registrar)# mime-type 
application/x-apple-aspen-config

SDP レジストラが URL プロファイルを通して受信した要

求への応答に使用する Multipurpose Internet Mail 
Extensions（MIME; 多目的インターネット メール拡張）

タイプを指定します。

ステップ 11 template location location

例：
Router(tti-registrar)# template location 
flash:intro.mobileconfig

SDP レジストラが URL プロファイルを通して受信した要

求に応答するときに使用するテンプレートの場所を指定し

ます。

ステップ 12 template variable p value

例：
Router(tti-registrar)# template variable p 
iphone-vpn

（任意）SDP レジストラによって発行されるトラストポイ

ント証明書の所有者名の Organizational Unit（OU; 組織ユ

ニット）フィールドに入力する値を指定します。以下の

「Apple CA サーバのトラストポイント証明書の設定例」の

項に示す証明書のフィールドを参照してください。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 4 Base 64 符号化の信頼できる Apple CA 証明書が含まれている次のテキスト部分をコピーし、プロンプ

トにペーストします。

I Bag Attributes
    localKeyID: 7C 29 15 15 12 C9 CF F6 15 2B 5B 25 70 3D A7 9A 98 14 36 06 
subject=/C=US/O=Apple Inc./OU=Apple iPhone/CN=Apple iPhone Device CA
issuer=/C=US/O=Apple Inc./OU=Apple Certification Authority/CN=Apple iPhone 
Certification Authority
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIDaTCCAlGgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQUFADB5MQswCQYDVQQGEwJVUzET
MBEGA1UEChMKQXBwbGUgSW5jLjEmMCQGA1UECxMdQXBwbGUgQ2VydGlmaWNhdGlv
biBBdXRob3JpdHkxLTArBgNVBAMTJEFwcGxlIGlQaG9uZSBDZXJ0aWZpY2F0aW9u
IEF1dGhvcml0eTAeFw0wNzA0MTYyMjU0NDZaFw0xNDA0MTYyMjU0NDZaMFoxCzAJ
BgNVBAYTAlVTMRMwEQYDVQQKEwpBcHBsZSBJbmMuMRUwEwYDVQQLEwxBcHBsZSBp
UGhvbmUxHzAdBgNVBAMTFkFwcGxlIGlQaG9uZSBEZXZpY2UgQ0EwgZ8wDQYJKoZI
hvcNAQEBBQADgY0AMIGJAoGBAPGUSsnquloYYK3Lok1NTlQZaRdZB2bLl+hmmkdf
Rq5nerVKc1SxywT2vTa4DFU4ioSDMVJl+TPhl3ecK0wmsCU/6TKqewh0lOzBSzgd
Z04IUpRai1mjXNeT9KD+VYW7TEaXXm6yd0UvZ1y8Cxi/WblshvcqdXbSGXH0KWO5
JQuvAgMBAAGjgZ4wgZswDgYDVR0PAQH/BAQDAgGGMA8GA1UdEwEB/wQFMAMBAf8w
HQYDVR0OBBYEFLL+ISNEhpVqedWBJo5zENinTI50MB8GA1UdIwQYMBaAFOc0Ki4i
3jlga7SUzneDYS8xoHw1MDgGA1UdHwQxMC8wLaAroCmGJ2h0dHA6Ly93d3cuYXBw
bGUuY29tL2FwcGxlY2EvaXBob25lLmNybDANBgkqhkiG9w0BAQUFAAOCAQEAd13P
Z3pMViukVHe9WUg8Hum+0I/0kHKvjhwVd/IMwGlXyU7DhUYWdja2X/zqj7W24Aq5
7dEKm3fqqxK5XCFVGY5HI0cRsdENyTP7lxSiiTRYj2mlPedheCn+k6T5y0U4Xr40
FXwWb2nWqCF1AgIudhgvVbxlvqcxUm8Zz7yDeJ0JFovXQhyO5fLUHRLCQFssAbf8
B4i8rYYsBUhYTspVJcxVpIIltkYpdIRSIARA49HNvKK4hzjzMS/OhKQpVKw+OCEZ
xptCVeN2pjbdt9uzi175oVo/u6B2ArKAW17u6XEHIdDMOe7cb33peVI6TD15W4MI
pyQPbp8orlXe+tA8JA==
-----END CERTIFICATE-----

ステップ 5 exit コマンドを使用して CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終了し、グローバル 
コンフィギュレーション モードを開始します。

Router(ca-trustpoint)# exit

ステップ 6 グローバル コンフィギュレーション モードで crypto provisioning registrar コマンドを入力し、SDP 
交換用のレジストラになるルータを指定して、tti-registrar 設定モードを開始します。

Router(config)# crypto provisioning registrar

ステップ 7 tti-registrar コンフィギュレーション モードで url-profile コマンドと intro キーワードを入力し、SDP 
導入紹介段階に関連付けられる一意の URL プロファイルの名前を指定します。

Router(tti-registrar)# url-profile intro INTRO

ステップ 8 tti-registrar コンフィギュレーション モードで match authentication trustpoint コマンドを入力し、ピ

アの証明書の認証に使用するトラストポイントの名前を指定します。

Router(tti-registrar)# match authentication trustpoint apple-tp

これで、SDP レジストラは iPhone の署名を確認する際に、「apple-tp」という名前の Apple CA トラス

トポイント証明書を使用できます。

管理イントロデューサの設定

管理者の認証リストと認可リストを使用して、管理イントロデューサを設定するには、次の作業を行い

ます。
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前提条件

管理イントロデューサは、クライアント デバイスの特権およびサーバの管理者特権をイネーブルにし

ておく必要があります。

制約事項

RADIUS を使用する場合、管理イントロデューサにより紹介される必要があるユーザまたはデバイス

のパスワードとして常に cisco を使用する必要があります。TACACS+ にはこの制限はありません。

ユーザまたはデバイスはどのパスワードを使用しても、管理イントロデューサにより紹介されます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto provisioning registrar

4. administrator authentication list list-name

5. administrator authorization list list-name

6. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto provisioning registrar

例：
Router(config)# crypto provisioning registrar

SDP レジストラになるようデバイスを設定し、tti-registrar 
コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 administrator authentication list list-name

例：
Router(tti-registrar)# administrator 
authentication list authen-tac

紹介中に管理者を認証場合に使用する AAA リストを設定

します。
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例

show running-config コマンドの次の例では、認証リストと認可リストを使用した管理イントロデュー

サが作成されたことを確認できます。

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 2700 bytes
!
! Last configuration change at 01:22:26 GMT Fri Feb 4 2005
!
version 12.4
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
memory-size iomem 5
enable secret 5 $1$tpBS$PXnBDTIDXfX5pWa//1JX20
enable password lab
!
aaa new-model
!
! 
!
aaa session-id common
!
resource manager
!
clock timezone GMT 0
ip subnet-zero
no ip routing
!
!
no ip dhcp use vrf connected
!
!
no ip cef
no ip domain lookup
ip domain name company.com
ip host router 10.3.0.6

ステップ 5 administrator authorization list list-name

例：
Router(tti-registrar)# administrator 
authorization list author-tac

紹介中に管理者の認可情報を取得する場合に使用する 
AAA リストを設定します。取得できる情報として、証明

書の題名またはペティショナに返信される Cisco IOS CLI 
スニペットに展開されるテンプレート型変数のリストがあ

ります。

ステップ 6 end

例：
Router(tti-registrar)# end

（任意）tti-registrar コンフィギュレーション モードを終了

します。

コマンドまたはアクション 目的
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ip host router.company.com 10.3.0.6
no ip ips deny-action ips-interface
!
no ftp-server write-enable
!         
crypto pki server mycs
!
crypto pki trustpoint mycs
 revocation-check crl
 rsakeypair mycs
!
crypto pki trustpoint tti
 revocation-check crl
 rsakeypair tti
!
crypto pki trustpoint mic
 enrollment url http://router:80
 revocation-check crl
!
crypto pki trustpoint cat
 revocation-check crl
!
!
!
crypto pki certificate map cat 10
!
crypto pki certificate chain mycs
 certificate ca 01
crypto pki certificate chain tti
crypto pki certificate chain mic
 certificate 02
 certificate ca 01
crypto pki certificate chain cat
!
crypto provisioning registrar <---------- !SDP registrar device parameters!
 administrator authentication list authen-tac
 administrator authorization list author-tac
!
no crypto engine onboard 0
username qa privilege 15 password 0 lab

カスタム テンプレートの設定

カスタム テンプレートを作成および設定するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto provisioning registrar 

4. template http start URL

5. template http welcome URL

6. template http introduction URL

7. template http admin-introduction URL

8. template http completion URL
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9. template http error URL

10. end

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力しま

す。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto provisioning registrar

例：
Router(config)# crypto provisioning registrar

SDP レジストラになるようデバイスを設定し、

tti-registrar コンフィギュレーション モードを開始しま

す。

ステップ 4 template http start URL

例：
Router(tti-registrar)# template http start 
tftp://registrar.company.com/start.html

カスタム開始ページ テンプレートを使用するよう TTI 
レジストラに指示します。

（注） このコマンドは、開始ページ機能を使用する場

合に必要です。このコマンドが発行されていな

い場合、ようこそページがイントロデューサと

ペティショナの 初の通信になります。

ステップ 5 template http welcome URL 

例：
Router(tti-registrar)# template http welcome 
tftp://registrar.company.com/welcome.html

（任意）デフォルト テンプレートではなく、カスタムよ

うこそテンプレートを使用します。

ステップ 6 template http introduction URL

例：
Router(tti-registrar)# template 
http introduction 
tftp://registrar.company.com/intro.html

（任意）デフォルト テンプレートではなく、カスタム紹

介テンプレートを使用します。

ステップ 7 template http admin-introduction URL

例：
Router(tti-registrar)# template http 
admin-introduction 
tftp://registrar.company.com/admin-intro.html

（任意）デフォルト テンプレートではなく、カスタム管

理紹介テンプレートを使用します。

ステップ 8 template http completion URL

例：
Router(tti-registrar)# template http completion 
tftp://registrar.company.com/completion.html

（任意）デフォルト テンプレートではなく、カスタム完

了テンプレートを使用します。
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（

例

次に、開始、紹介、および完了の各テンプレートを使用した例を示します。

template http start tftp://registrar.company.com/start.html

template http introduction tftp://registrar.company.com/intro.html

template http completion tftp://registrar.company.com/completion.html

PKI への登録のための Secure Device Provisioning
SDP）の設定例

ここでは、次の設定例を示します。

• 「SDP レジストラの確認：例」（P.41）

• 「SDP ペティショナの確認：例」（P.44）

• 「AAA リストの RADIUS または TACACS+ サーバへの追加：例」（P.47）

• 「設定テンプレート ファイルの使用：例」（P.48）

• 「CGI スクリプト：例」（P.48）

• 「証明書を使用した認証のペティショナとレジストラの設定：例」（P.51）

• 「認証リストおよび認可リストを使用した管理イントロデューサの設定：例」（P.51）

SDP レジストラの確認：例

show running-config コマンドの次のサンプル出力では、証明書サーバ「cs1」が設定され、レジスト

ラとペティショナ間の SDP 交換と関連付けられていることが確認できます。

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 5902 bytes
!
! Last configuration change at 09:34:44 GMT Sat Jan 31 2004
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec

ステップ 9 template http error URL 

例：
Router(tti-registrar)# template http error 
tftp://registrar.company.com/error.html

（任意）デフォルト テンプレートではなく、カスタム エ
ラー テンプレートを使用します。

ステップ 10 end

例：
Router(tti-registrar)# end

（任意）tti-registrar コンフィギュレーション モードを終

了します。

コマンドまたはアクション 目的
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no service password-encryption
!
hostname pki-36a
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
logging buffered 32768 debugging
no logging console
enable secret 5 $1$b3jz$CKquLGjFIE3AdXA2/Rl9./
enable password lab
!
clock timezone GMT 0
no aaa new-model
ip subnet-zero
!
!
ip cef
ip domain name company.com
ip host msca-root
ip host yni-u10
ip host pki-36a 10.23.2.131
ip host pki-36a.company.com 10.23.2.131
!
!
crypto pki server cs1
 issuer-name CN=company,L=city,C=US
 lifetime crl 336
 lifetime certificate 730
!
crypto pki trustpoint pki-36a
 enrollment url http://pki-36a:80
 ip-address FastEthernet0/0
 revocation-check none
!
crypto pki trustpoint cs1
 revocation-check crl
 rsakeypair cs1
!
!
crypto pki certificate chain pki-36a
 certificate 03

308201D0 30820139 A0030201 02020103 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 
34310B30 09060355 04061302 55533114 30120603 55040713 0B205361 6E746120 
4372757A 310F300D 06035504 03130620 696F7363 73301E17 0D303430 31333130 
39333334 345A170D 30363031 33303039 33333434 5A303A31 38301606 092A8648 
86F70D01 09081309 31302E32 332E322E 32301E06 092A8648 86F70D01 09021611 
706B692D 3336612E 63697363 6F2E636F 6D305C30 0D06092A 864886F7 0D010101 
0500034B 00304802 4100AFFA 8F429618 112FAB9D 01F3352E 59DD3D2D AE67E31D 
370AC4DA 619735DF 9CF4EA13 64E4B563 C239C5F0 1578B773 07BED641 A18CA629 
191884B5 61B66ECF 4D110203 010001A3 30302E30 0B060355 1D0F0404 030205A0 
301F0603 551D2304 18301680 141DA8B1 71652961 3F7D69F0 02903AC3 2BADB137 
C6300D06 092A8648 86F70D01 01040500 03818100 67BAE186 327CED31 D642CB39 
AD585731 95868683 B950DF14 3BCB155A 2B63CFAD B34B579C 79128AD9 296922E9 
4DEDFCAF A7B5A412 AB1FC081 09951CE3 08BFFDD9 9FB1B9DA E9AA42C8 D1049268 
C524E58F 11C6BA7F C750320C 03DFB6D4 CBB3E739 C8C76359 CE939A97 B51B3F7F 
3FF;A9D82 9CFDB6CF E2503A14 36D0A236 A1CCFEAE
quit

certificate ca 01
30820241 308201AA A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 
34310B30 09060355 04061302 55533114 30120603 55040713 0B205361 6E746120 
4372757A 310F300D 06035504 03130620 696F7363 73301E17 0D303430 31333130 
39333132 315A170D 30373031 33303039 33313231 5A303431 0B300906 03550406 
13025553 31143012 06035504 07130B20 53616E74 61204372 757A310F 300D0603 
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55040313 0620696F 73637330 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 
00308189 02818100 FC0695AF 181CE90A 1B34B348 BA957178 680C8B51 07802AC3 
BF77B9C6 CB45092E 3C22292D C7D5FFC1 899185A1 FD8F37D5 C44FC206 6D1FA581 
E2264C83 1CC7453E 548C89C6 F3CD25BC 9BFFE7C5 E6653A06 62133950 78BED51B 
49128428 AB237F80 83A530EA 6F896193 F2134B54 D181F059 348AA84B 21EE6D80 
727BF668 EB004341 02030100 01A36330 61300F06 03551D13 0101FF04 05300301 
01FF300E 0603551D 0F0101FF 04040302 0186301D 0603551D 0E041604 141DA8B1 
71652961 3F7D69F0 02903AC3 2BADB137 C6301F06 03551D23 04183016 80141DA8 
B1716529 613F7D69 F002903A C32BADB1 37C6300D 06092A86 4886F70D 01010405 
00038181 00885895 A0141169 3D754EB2 E6FEC293 5BF0A80B E424AA2F A3F59765 
3463AAD1 55E71F0F B5D1A35B 9EA79DAC DDB40721 1344C01E 015BAB73 1E148E03 
9DD01431 A5E2887B 4AEC8EF4 48ACDB66 A6F9401E 8F7CA588 8A4199BB F8A437A0 
F25064E7 112805D3 074A154F 650D09B9 8FA19347 ED359EAD 4181D9ED 0C667C10 
8A7BCFB0 FB
quit

crypto pki certificate chain cs1
 certificate ca 01

30820241 308201AA A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 
34310B30 09060355 04061302 55533114 30120603 55040713 0B205361 6E746120 
4372757A 310F300D 06035504 03130620 696F7363 73301E17 0D303430 31333130 
39333132 315A170D 30373031 33303039 33313231 5A303431 0B300906 03550406 
13025553 31143012 06035504 07130B20 53616E74 61204372 757A310F 300D0603 
55040313 0620696F 73637330 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 
00308189 02818100 FC0695AF 181CE90A 1B34B348 BA957178 680C8B51 07802AC3 
BF77B9C6 CB45092E 3C22292D C7D5FFC1 899185A1 FD8F37D5 C44FC206 6D1FA581 
E2264C83 1CC7453E 548C89C6 F3CD25BC 9BFFE7C5 E6653A06 62133950 78BED51B 
49128428 AB237F80 83A530EA 6F896193 F2134B54 D181F059 348AA84B 21EE6D80 
727BF668 EB004341 02030100 01A36330 61300F06 03551D13 0101FF04 05300301 
01FF300E 0603551D 0F0101FF 04040302 0186301D 0603551D 0E041604 141DA8B1 
71652961 3F7D69F0 02903AC3 2BADB137 C6301F06 03551D23 04183016 80141DA8 
B1716529 613F7D69 F002903A C32BADB1 37C6300D 06092A86 4886F70D 01010405 
00038181 00885895 A0141169 3D754EB2 E6FEC293 5BF0A80B E424AA2F A3F59765 
3463AAD1 55E71F0F B5D1A35B 9EA79DAC DDB40721 1344C01E 015BAB73 1E148E03 
9DD01431 A5E2887B 4AEC8EF4 48ACDB66 A6F9401E 8F7CA588 8A4199BB F8A437A02;
F25064E7 112805D3 074A154F 650D09B9 8FA19347 ED359EAD 4181D9ED 0C667C10 
8A7BCFB0 FB
quit

!
crypto provisioning registrar
 pki-server cs1
!
! 
!
crypto isakmp policy 1
 hash md5
!
!
crypto ipsec transform-set test_transformset esp-3des 
!
crypto map test_cryptomap 10 ipsec-isakmp 
 set peer 10.23.1.10
 set security-association lifetime seconds 1800
 set transform-set test_transformset 
 match address 170
!
!
interface Loopback0
 ip address 10.23.2.131 255.255.255.255
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
!
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.23.2.2 255.255.255.192
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 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 duplex auto
 speed auto
 crypto map test_cryptomap
!
interface FastEthernet1/0
 no ip address
 shutdown
 duplex auto
 speed auto
!
ip default-gateway 10.23.2.62
ip http server
no ip http secure-server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.2.62
!
!
access-list 170 permit ip host 10.23.2.2 host 10.23.1.10
dialer-list 1 protocol ip permit
!
!
control-plane
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
 password lab
 login
!
!
end

SDP ペティショナの確認：例

SDP 交換が完了したら、ペティショナは自動的にレジストラを登録し、証明書を取得します。show 
running-config コマンドによる次のサンプル出力では、トラストポイントが実際に存在することを確

認する設定が自動的に生成されているところを示しています。

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 4650 bytes
!
! Last configuration change at 09:34:53 GMT Sat Jan 31 2004
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname pki-36b
!
boot-start-marker
boot-end-marker
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!
logging buffered 32768 debugging
no logging console
enable secret 5 $1$JYgw$060JKXgl6dERLZpU9J3gb.
enable password lab
!
clock timezone GMT 0
no aaa new-model
ip subnet-zero
!
!
ip cef
ip domain name company.com
ip host msca-root
ip host yni-u10
ip host pki-36a 10.23.2.131
ip host pki-36a.company.com 10.23.2.131
!
!
crypto pki trustpoint tti
 enrollment url http://pki-36a.company.com:80
 revocation-check crl
 rsakeypair tti 1024
 auto-enroll 70
!
!
crypto pki certificate chain tti
 certificate 02

308201FC 30820165 A00302012;02020102 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 
34310B30 09060355 04061302 55533114 30120603 55040713 0B205361 6E746120 
4372757A 310F300D 06035504 03130620 696F7363 73301E17 0D303430 31333130 
39333333 385A170D 30363031 33303039 33333338 5A302231 20301E06 092A8648 
86F70D01 09021611 706B692D 3336622E 63697363 6F2E636F 6D30819F 300D0609 
2A864886 F70D0101 01050003 818D0030 81890281 8100E383 35584B6C 24751E2C 
F4088F06 C00BFECE 84CFF8EB 50D52044 03D14A2B 91E5A260 7D07ED24 DB599D27 
432065D9 0E459248 D7CDC15D 654E2AF6 BA27D79C 23850306 3E96C508 F311D333 
76FDDC9C A810F75C FCD10F1B 9A142F0C 338B6DB3 346D3F24 97A4B15D 0A9504E7 
1F6CB769 85E9F52B FE907AAF 63D54D66 1A715A20 D7DB0203 010001A3 30302E30 
0B060355 1D0F0404 03&#048;205A0 301F0603 551D2304 18301680 141DA8B1 71652961 
3F7D69F0 02903AC3 2BADB137 C6300D06 092A8648 86F70D01 01040500 03818100 
C5E2DA0E 4312BCF8 0396014F E18B3EE9 6C970BB7 B8FAFC61 EF849568 D546F73F 
67D2A73C 156202DC 7404A394 D6124DAF 6BACB8CF 96C3141D 109C5B0E 46F4F827 
022474ED 8B59D654 F04E31A2 C9AA1152 75A0C455 FD7EEEF5 A505A648 863EE9E6 
C361D9BD E12BBB36 16B729DF 823AD5CC 404CCE48 A4379CDC 67FF6362 0601B950
quit

 certificate ca 01
30820241 308201AA A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 
34310B30 09060355 04061302 55533114 30120603 55040713 0B205361 6E746120 
4372757A 310F300D 06035504 03130620 696F7363 73301E17 0D303430 31333130 
39333132 315A170D 30373031 33303039 33313231 5A303431 0B300906 03550406 
13025553 31143012 06035504 07130B20 53616E74 61204372 757A310F 300D0603 
55040313 0620696F 73637330 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 
00308189 02818100 FC0695AF 181CE90A 1B34B348 BA957178 680C8B51 07802AC3 
BF77B9C6 CB45092E 3C22292D C7D5FFC1 899185A1 FD8F37D5 C44FC206 6D1FA581 
E2264C83 1CC7453E 548C89C6 F3CD25BC 9BFFE7C5 E6653A06 62133950 78BED51B 
49128428 AB237F80 83A530EA 6F896193 F2134B54 D181F059 348AA84B 21EE6D80 
727BF668 EB004341 02030100 01A36330 61300F06 03551D13 0101FF04 05300301 
01FF300E 0603551D 0F0101FF 04040302 0186301D 0603551D 0E041604 141DA8B1 
71652961 3F7D69F0 02903AC3 2BADB137 C6301F06 03551D23 04183016 80141DA8 
B1716529 613F7D69 F002903A C32BADB1 37C6300D 06092A86 4886F70D 01010405 
00038181 00885895 A0141169 3D754EB2 E6FEC293 5BF0A80B E424AA2F A3F59765 
3463AAD1 55E71F0F B5D1A35B 9EA79DAC DDB40721 1344C01E 015BAB73 1E148E03 
9DD01431 A5E2887B 4AEC8EF4 48ACDB66 A6F9401E 8F7CA588 8A4199BB F8A437A0 
F25064E7 112805D3 074A154F 650D09B9 8FA19347 ED359EAD 4181D9ED 0C667C10 
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8A7BCFB0 FB
quit

!
no crypto engine accelerator
! 
!
crypto isakmp policy 1
 hash md5
!
!
crypto ipsec transform-set test_transformset esp-3des 
!
crypto map test_cryptomap 10 ipsec-isakmp 
 set peer 10.23.2.2
 set security-association lifetime seconds 1800
 set transform-set test_transformset 
 match address 170
!
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.23.1.10 255.255.255.192
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 half-duplex
 crypto map test_cryptomap
!
interface Ethernet0/1
 no ip address
 shutdown
 half-duplex
!
interface Ethernet0/2
 no ip address
 shutdown
 half-duplex
!
interface Ethernet0/3
 no ip address
 shutdown
 half-duplex
!
interface Serial1/0
 no ip address
 shutdown
 serial restart-delay 0
!
interface Serial1/1
 no ip address
 shutdown
 serial restart-delay 0
!
interface Serial1/2
 no ip address
 shutdown
 serial restart-delay 0
!
interface Serial1/3
 no ip address
 shutdown
 serial restart-delay 0
!
ip default-gateway 10.23.1.62
ip http server
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no ip http secure-server
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.23.1.62
!
!
access-list 170 permit ip host 10.23.1.10 host 10.23.2.2
dialer-list 1 protocol ip permit
!
!
control-plane
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 speed 115200
line aux 0
line vty 0 4
 password lab
 login
!
!
end

AAA リストの RADIUS または TACACS+ サーバへの追加：例

ここでは、次の設定例を示します。

• 「TACACS+ AAA サーバ データベース：例」（P.47）

• 「RADIUS AAA サーバ データベース：例」（P.48）

• 「TACACS+ および RADIUS AAA サーバ上の AAA リスト：例」（P.48）

TACACS+ AAA サーバ データベース：例

次に、ユーザ情報が TACACS+ AAA データベースに追加されている例を示します。ユーザ名は

「user1」です。パスワードは「cisco」です。iosconfig1 および iosconfig2 の 2 つの Cisco IOS 設定テ

ンプレート型変数は「user1」に設定されています。変数は設定テンプレート ファイルで $1 および $2 
を置き換えます。題名「CN=user1, O=company, C=US」も設定されます。この題名は、ペティショナ 
デバイスから受信される以降の登録要求（PKCS10）で題名フィールドを置き換えます。

user = user1
    password = clear "pswd" 

    service=tti
        ! The certificate server inserts the following subject name to the certificate.
        set subjectname="CN=user1, O=company, C=US"

        ! Up to nine template variables may be added.
        set iosconfig1="ntp server 10.3.0.1"
        set iosconfig2="hostname user1-vpn"
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RADIUS AAA サーバ データベース：例

次に、ユーザ情報が RADIUS AAA サーバ データベースに追加された例を示します。ユーザ名は

「user1」です。パスワードは「cisco」です。iosconfig1 および iosconfig2 の 2 つの Cisco IOS 設定テ

ンプレート型変数は「user1」に設定されています。変数は設定テンプレート ファイルで $1 および $2 
を置き換えます。題名「CN=user1, O=company, C=US」も設定されます。この題名は、ペティショナ 
デバイスから受信される以降の登録要求（PKCS10）で題名フィールドを置き換えます。

user = user1
    password = clear "pswd"
    radius=company
    reply_attributes=9,1="tti:subjectname=CN=user1, O=company, C=US"
    ! Up to nine template variables may be added.
    9,1="tti:iosconfig1=ntp server 10.3.0.5"
    9,1="tti:iosconfig2=hostname user1-vpn"

TACACS+ および RADIUS AAA サーバ上の AAA リスト：例

次の設定例は、TACACS+ サーバで AAA 認証が、RADIUS サーバで AAA 認可が設定されていること

を示しています。

（注） 通常、認証と認可は同じサーバをポイントします。

Router(config)# tacacs-server host 10.0.0.48 key cisco
Router(config)# aaa authentication login authen-tac group tacacs+

Router(config)# radius-server host 10.0.1.49 key cisco
Router(config)# aaa authorization network author-rad group radius

 設定テンプレート ファイルの使用：例

イントロデューサ名に基づいて、異なる設定テンプレート ファイルを使用できます。たとえば、異な

るユーザに対する複数のテンプレートがある場合、各ファイルのファイル名にユーザ名を含め、レジス

トラで次のように設定します。

Router(config)# crypto provisioning registrar
Router (tti-registrar)# pki-server cs1
Router (tti-registrar)# template config tftp://server/config-$n.txt

この例では、「設定ファイルのデフォルト テンプレート」の項に示されているデフォルト設定ファイル

が使用されます。template config コマンドは CGI スクリプトを参照しないためです。

CGI スクリプト：例

次に、「mysdpcgi」という CGI スクリプトが実行される例を示します。

Router(config)# crypto provisioning registrar
Router (tti-registrar)# pki-server cs1
Router (tti-registrar)# template config tftp://server/cgi-bin/mysdpcgi post

次に、「mysdpcgi」という CGI スクリプトが上記の例の template config コマンドで実行される例を示

します。
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#!/usr/bin/perl -w

# for debugging use the -debug form
# use CGI (-debug);
use CGI;

# base64 decoding is being used.
use MIME::Base64;

# The following has been commented out, but left for your information.
#
# Reading everything that has been received from stdin and writing it to the debug log to 
#see what has been sent from the registrar.
#
# Remember to reset the STDIN pointer so that the normal CGI processing can get the input.
#
# print STDERR "mysdpcgi.cgi dump of stdin:\n";
# if($ENV{'REQUEST_METHOD'} eq "GET"){
#    $input_data = $ENV{'QUERY_STRING'};
# }
# else {
#    $data_length = $ENV{'CONTENT_LENGTH'};
#    $bytes_read = read(STDIN, $input_data, $data_length);
# }
# print STDERR $input_data,"\n";
# exit;

$query = new CGI;
my %av_table;

# A basic configuration file is being sent back, therefore it is being indicated as plain 
# text in the command below.

print $query->header ("text/plain");
print "\n";

# For testing, parameters can be passed in so that the test applications can
# see what has been received.
#
# print STDERR "The following are the raw AV pairs mysdpcgi.cgi received:\n";
# for each $key ($query->param) {
#    print STDERR "! $key is: \n";
#    $value = $query->param($key);
#    print STDERR "! ",$value;
#    print STDERR "! \n";
#}

# The post process AV pairs are identical to those in Cisco IOS and may be used to produce 
# AV pair specific configurations as needed. 

%av_table = &postprocessavpairs($query->param);

# Decoded values may be written out.
# WARNING: Some error_logs cannot handle the amount of data and will freeze.
# print STDERR "The following are the decoded AV pairs mysdpcgi.cgi received:\n";
# now write the values out 
# while ( ($a, $v) = each(%av_table) ) {
#    print STDERR "$a = $v\n";
# }

# Identifying the AV pairs and specifying them in the config.
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while ( ($a, $v) = each(%av_table) ) {
    if ($a eq "TTIIosRunningConfig") {
        $search = "hostname ";
        $begin = index($v, $search) + length($search);
        $end = index($v, "\n", $begin);
        $hostname = substr($v, $begin, $end - $begin);
    }
    if ($a eq "TTIIosVersion") {
        $search = "Version ";
        $begin = index($v, $search) + length($search);
        $end = index($v, "(", $begin);
        $version = substr($v, $begin, $end - $begin);
    }
}

print <<END_CONFIG;
!
! Config auto-generated by sdp.cgi
! This is for SDP testing only and is not a real config
!
! 
\$t 
! 
\$c 
! 
cry pki trust Version-$version-$hostname 

! NOTE: The last line of the config must be 'end' with a blank line after the end 
# statement.

END_CONFIG
;

# Emulate IOS tti_postprocessavpairs functionality
sub postprocessavpairs {
    @attributes = @_;

    # Combine any AV pairs that were split apart
    $n = 0; #element index counter
    while ($attributes[$n]) {

# see if we are at the start of a set
if ($attributes[$n] =~ m/_0/) {
    # determine base attribute name
    $a = (split /_0/, $attributes[$n])[0];
    # set initial (partial) value 
    $v = $query->param($attributes[$n]);
    
    # loop and pull the rest of the matching
    # attributes's values into v (would be 
    # faster if we stop at first non-match)
    $c = $n+1;
    while ($attributes[$c]) {

if ($attributes[$c] =~ m/$a/) {
    $v = $v.$query->param($attributes[$c]);
}
$c++;

    }
    
    # store in the av hash table
    $av_table{$a} = $v;
} else {
    # store in hash table if not part of a set
    if ($attributes[$n] !~ m/_\d/) { 

$av_table{$attributes[$n]} = $query->param($attributes[$n]);
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    }
}
$n++;

    }

    # de-base64 decode all AV pairs except userdevicename
    while ( ($a, $v) = each(%av_table) ) {
        if ($a ne "userdevicename") {
            $av_table{$a} = decode_base64($av_table{$a});
        }
    }

    return %av_table;
}

（注） CGI スクリプトは、Cisco IOS Release 12.4(6)T 以降では、template config コマンドに post キーワー

ドを指定せずに実行することはできません。

証明書を使用した認証のペティショナとレジストラの設定：例

次に、mytrust というトラストポイントで発行された証明書を使用する場合のペティショナの設定方法

の例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# crypto provisioning petitioner
Router(tti-petitioner)# trustpoint signing mytrust
Router(tti-petitioner)# end

次に、ペティショナ署名証明書を確認し、認可検索を行う場合のレジストラの設定方法の例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Router(config)# crypto provisioning registrar
Router(tti-registrar)# authentication trustpoint mytrust
Router(tti-registrar)# authorization login certificate
Router(tti-registrar)# authorization username subjectname all
Router(tti-registrar)# end

認証リストおよび認可リストを使用した管理イントロデューサの設定：例

次に、認証リスト「authen-tac」および認可リスト「author-tac」を使用した管理イントロデューサの

設定方法の例を示します。

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# crypto provisioning registrar
Router(tti-registrar)# administrator authentication list authen-tac
Router(tti-registrar)# administrator authorization list author-tac
Router(tti-registrar)# end
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その他の参考資料

関連資料

シスコのテクニカル サポート

内容 参照先

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

証明書の登録 「Configuring Certificate Enrollment for a PKI」の章

証明書サーバ設定 「Configuring and Managing a Cisco IOS Certificate Server for PKI 
Deployment」の章 

PKI AAA 統合の概念と設定作業 「Configuration Revocation and Authorization of Certificates in a 
PKI」の章

PKI コマンド：完全なコマンドの構文、コマンド モー

ド、デフォルト、使用上の注意事項、例 
『Cisco IOS Security Command Reference』 

USB トークンの設定 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Storing PKI Credentials」の章

SDP および USB トークンを使用した PKI クレデンシャルの導入に

関するその他の 12.4T 機能については、機能情報表を参照してくだ

さい。

iPhone、iPod touch、および iPad と会社のシステムと

の統合

『Apple iPhone Enterprise Deployment Guide』

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
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（

PKI への登録のための Secure Device Provisioning
SDP）の設定に関する機能情報

表 3 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 3 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

表 3 PKI での SDP の機能情報

機能名 リリース 機能情報

Secure Device Provisioning（SDP）接

続テンプレート

12.4(20)T この機能により、サービス プロバイダーを通してインター

ネット接続が行われるようにデバイスを設定できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「PKI への登録のための Secure Device Provisioning
（SDP）の設定の前提条件」

• 「SDP の概要」

• 「SDP の機能」

• 「SDP トランザクション Web ページのデフォルト テ
ンプレート」

USB トークンと Secure Device 
Provisioning（SDP）の連携機能

12.4(15)T この機能により、SDP を介して特定のネットワーク デバ

イスからリモート デバイスにクレデンシャルを転送するメ

カニズムとして USB トークンを使用することで、リモー

ト デバイスをプロビジョニングできるようになります。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「PKI への登録のための Secure Device Provisioning
（SDP）の設定の前提条件」

• 「USB トークンを活用している SDP」

• 「証明書を使用した認可のための SDP レジストラの

イネーブル化」

次のコマンドが導入されました。binary file、crypto 
key move rsa、template file

（注） この機能に関連するその他のマニュアルについて

は、「関連資料」を参照してください。
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SDP 拡張テンプレートの CGI サポー

ト

12.4(6)T この機能によりユーザは、デバイス名だけでなく、その 
Cisco IOS の現行バージョンおよび現行の設定に基づい

てブートストラップ設定を SDP ペティショナに送信する

よう SDP レジストラを設定できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「SDP 紹介段階」

• 「カスタム設定およびファイルのテンプレート型変数

の展開ルール」

• 「設定ファイルのデフォルト テンプレート」

• 「SDP レジストラのイネーブル化と AAA リストの

サーバへの追加」

• 「CGI スクリプト：例」

次のコマンドがこの機能で変更されました。template 
config 

Secure Device Provisioning（SDP）開

始ページ

12.4(4)T この機能によりユーザは、開始ページからレジストラの

紹介 URL に連絡することで TTI トランザクションを開

始するよう、ブラウザを設定できます。したがって、

ユーザはペティショナのようこそページから TTI トラン

ザクションを開始する必要はなくなります。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「カスタム テンプレートの SDP での動作」

• 「カスタム テンプレートの設定」

次のコマンドがこの機能で導入されました。template 
http admin-introduction、template http completion、
template http error、template http introduction、
template http start、template http welcome 

Administrative Secure Device 
Provisioning Introducer

12.3(14)T この機能により、デバイスを PKI ネットワークに紹介し、

AAA データベースのレコード ロケータのデバイス名と

してユーザ名を提供する場合に、管理イントロデューサ

の役割を果たすことができます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「管理イントロデューサの認証リストと認可リスト」

• 「管理イントロデューサの設定」

次のコマンドがこの機能で導入されました。

administrator authentication list、administrator 
authorization list 

表 3 PKI での SDP の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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Easy Secure Device Deployment 12.3(8)T この機能は、SDP をサポートできるようにします。SDP 
は、ネットワーク管理者が大規模ネットワークで新しい

デバイスを展開できるようにする Web ベースの登録イン

ターフェイスを実現します。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「PKI への登録のための Secure Device Provisioning
（SDP）の設定に関する情報」

• 「SDP レジストラのイネーブル化と AAA リストの

サーバへの追加」

• 次のコマンドが導入または変更されました。crypto 
wui tti petitioner、crypto wui tti registrar、
pki-server、template config、template username、
trustpoint（tti-petitioner）

Easy Secure Device Deployment AAA 
Integration 

12.3(8)T この機能により外部 AAA データベースが統合され、

ローカルなシスコ証明書サーバのイネーブル パスワード

を使用しなくても、SDP イントロデューサが AAA デー

タベースに対して認証できるようにします。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「SDP による外部 AAA データベースの使用方法」

• 「SDP レジストラのイネーブル化と AAA リストの

サーバへの追加」

次のコマンドが導入または変更されました。

authentication list（tti-registrar）、authorization list
（tti-registrar）、debug crypto wui template config、
template username

表 3 PKI での SDP の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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Secure Device Provisioning（SDP）証

明書を使用した認可 
12.3(14)T この機能により、その他の認証局（CA）サーバで発行さ

れた証明書が SDP 導入に使用できるようになります。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「自己署名証明書と別の CA サーバにより発行された

証明書の使用」

• 「証明書を使用した認可のための SDP レジストラの

イネーブル化」

次のコマンドがこの機能で導入されました。

administrator authentication list、administrator 
authorization list 

iPhone の SDP 15.1(2)T Cisco IOS 15.1(2)T および Apple iPhone OS 3.0 リリース

が導入されたため、Cisco IOS ネットワーク デバイスで 
Apple iPhone がサポートされるようになりました。

Cisco IOS ルータは SDP レジストラを使用して iPhone を
導入し、IPSec VPN、SCEP サーバ、および PKI 証明書

の導入テクノロジーを使用してネットワーク アプリケー

ションに安全にアクセスできるようにします。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「iPhone の導入に関する URL テンプレートの展開

ルール」（P.16）

• 「PKI で SDP が Apple iPhone を導入する方法」

（P.22）

• 「Apple iPhone を導入するための SDP レジストラの

設定」（P.33）

次のコマンドがこの機能で導入されました。match 
authentication trustpoint、match certificate、match 
url、mime-type、template location、template 
variable p、url-profile 

表 3 PKI での SDP の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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PKI 展開での Cisco IOS 証明書サーバの設定
および管理

この章では、Cisco IOS 証明書サーバを設定および管理して、Public Key Infrastructure（PKI; 公開

キー インフラストラクチャ）を展開する方法を説明します。証明書サーバは、Cisco IOS ソフトウェア

に簡単な証明書サーバを組み込んでいますが、認証局（CA）機能は限定されています。したがって、

ユーザには次のようなメリットがあります。

• デフォルト動作の定義による、PKI 展開の簡素化。デフォルト動作が事前に定義されているので、

ユーザ インターフェイスが簡素化されています。つまり、CA が提供する証明書の拡張子をすべて

使用しなくても PKI のスケーリングのメリットを活用できます。これにより、基本的な PKI で保

護されたネットワークを簡単にイネーブルにできます。

• Cisco IOS ソフトウェアとの直接統合。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「Cisco IOS 証明書サーバの機能情報」（P.50）を参

照してください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「Cisco IOS 証明書サーバの設定に関する前提条件」（P.2）

• 「Cisco IOS 証明書サーバの設定に関する制約事項」（P.2）

• 「Cisco IOS 証明書サーバに関する情報」（P.3）

• 「Cisco IOS 証明書サーバの設定および展開方法」（P.10）

• 「証明書サーバを使用するための設定例」（P.37）

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/go/cfn
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• 「関連情報」（P.48）

• 「その他の参考資料」（P.48）

• 「Cisco IOS 証明書サーバの機能情報」（P.50）

Cisco IOS 証明書サーバの設定に関する前提条件

証明書サーバ設定前の PKI の計画

Cisco IOS 証明書サーバを設定する前に、PKI 内で使用する設定に対して適切な値（証明書のライフタ

イムおよび Certificate Revocation List（CRL; 証明書失効リスト）ライフタイムなど）を考えて、選択

することが重要です。証明書サーバに設定値が設定され、証明書が許可されたら、証明書サーバを再設

定し、ピアを再登録することで、設定を変更できます。証明書サーバのデフォルト設定および推奨設定

に関する情報については、「証明書サーバのデフォルト値および推奨値」を参照してください。

HTTP サーバのイネーブル化 
証明書サーバは、HTTP 上で Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）をサポートします。証明

書サーバが SCEP を使用するには、ルータで HTTP サーバをイネーブルにする必要があります（HTTP 
サーバをイネーブルにするには、ip http server コマンドを使用します）。HTTP サーバがイネーブルま

たはディセーブルになると、証明書サーバは自動的に SCEP サービスをイネーブルまたはディセーブ

ルにします。HTTP サーバがイネーブルでない場合は、手動の PKCS10 登録だけがサポートされます。

（注） 証明書サーバのすべてのタイプで自動 CA 証明書およびキー ペア ロールオーバー機能を利用するには、

Cisco IOS Release 12.4(4)T 以降のリリースを使用し、登録方式として SCEP を使用する必要があります。

信頼性の高い時刻サービスの設定

証明書サーバは信頼できる時刻を認識する必要があるので、時刻サービスをルータで実行する必要があ

ります。ハードウェア クロックを利用できない場合、証明書サーバは Network Time Protocol（NTP; 
ネットワーク タイム プロトコル）などの、手動で設定したクロック設定に依存します。ハードウェア 
クロックがない、あるいはクロックが無効な場合、起動時に次のメッセージが表示されます。

% Time has not been set. Cannot start the Certificate server.

クロックが設定されると、証明書サーバは実行ステータスに自動的に切り替わります。

クロック設定値を手動で設定する際は、『Cisco IOS Network Management Configuration Guide』の

「Performing Basic System Management」の章にある「Setting Time and Calendar Services」を参照し

てください。

「crypto ca」から「crypto pki」への CLI 変更

Cisco IOS Release 12.3(7)T の時点で、コマンドの先頭に付けられていた「crypto ca」は、すべて

「crypto pki」に変更されました。ルータは引き続き crypto ca コマンドを受け入れますが、すべての出

力は crypto pki として読み替えられます。

Cisco IOS 証明書サーバの設定に関する制約事項
証明書サーバは、クライアントから受信した証明書要求を変更するメカニズムを備えていません。つま

り、証明書サーバから発行される証明書は変更されていないため、その要求された証明書と一致しま

す。名前制約などの固有の証明書ポリシーを発行する必要がある場合は、このポリシーを証明書要求に

反映する必要があります。
2
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Cisco IOS 証明書サーバに関する情報
• 「証明書サーバの RSA キー ペアと証明書」（P.3）

• 「証明書サーバ データベース」（P.4）

• 「証明書サーバのトラストポイント」（P.6）

• 「証明書失効リスト（CRL）」（P.6）

• 「証明書サーバのエラー状態」（P.7）

• 「証明書サーバを使用した証明書登録」（P.8）

• 「CA サーバのタイプ：下位および登録局（RA）」（P.8）

• 「自動 CA 証明書およびキー ロールオーバー」（P.9）

証明書サーバの RSA キー ペアと証明書

証明書サーバは、1024 ビット Rivest、Shamir、Adelman（RSA）キー ペアを自動的に生成します。異

なるキー ペア モジュラスが必要な場合は、手動で RSA キー ペアを生成する必要があります。この作

業を完了する際は、「証明書サーバの RSA キー ペアの生成」を参照してください。

（注） 証明書サーバのキー ペアで推奨されるモジュラスは、2048 ビットです。

証明書サーバは、CA キーとして通常の Cisco IOS RSA キー ペアを使用します。このキー ペアには、

証明書サーバと同じ名前を付ける必要があります。証明書サーバがルータ上に作成される前にキー ペ
アを生成していない場合、証明書サーバの設定時に、汎用目的キー ペアが自動的に生成されます。

Cisco IOS Release 12.3(11)T 以降のリリースでは、CA 証明書と CA キーが証明書サーバによって生成

されると、CA 証明書と CA キーを一度だけ自動的にバックアップできます。その結果、バックアップ

目的のエクスポート可能な CA キーを生成する必要はなくなりました。

Cisco IOS ソフトウェア 12.3(11)T より以前のリリースで自動的に生成されたキー ペアでの操作

キー ペアが自動的に生成されると、キー ペアにエクスポート可能のマークは付けられません。そのた

め、CA キーをバックアップする場合は、キー ペアをエクスポート可能なものとして手動で生成する必

要があります。この作業を完了する際は、「証明書サーバの RSA キー ペアの生成」を参照してくださ

い。

CA 証明書および CA キーを自動的にアーカイブする方法

CA 証明書および CA キーの原本または元の設定が失われた場合に CA 証明書および CA キーを後で復

元できるように、初期の証明書サーバ設定時に、CA 証明書および CA キーの自動アーカイブをイネー

ブルにできます。

CA 証明書および CA キーは、証明書サーバを初めて起動したときに生成されます。また、自動アーカ

イブがイネーブルになっている場合、CA 証明書と CA キーはサーバ データベースにエクスポート

（アーカイブ）されます。アーカイブは、PKCS12 形式または Privacy-Enhanced Mail（PEM; プライバ

シーエンハンスト メール）形式で実行できます。
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（注） • この CA キーのバックアップ ファイルは非常に重要なので、すぐに別の安全な場所に移動する必

要があります。

• このアーカイブ処理は、1 回しか実行されません。（1）手動で生成され、エクスポート可能のマー

クが付けられた CA キー、または（2）証明書サーバによって自動的に生成された CA キーだけが

アーカイブされます（このキーには、エクスポート不可能のマークが付けられます）。

• 手動で CA キーを生成し、そのキーに「エクスポート不可能」のマークが付いている場合、自動

アーカイブは実行されません。

• CA 証明書および CA キー アーカイブ ファイル以外にも、シリアル番号ファイル（.ser）および 
CRL ファイル（.crl）を定期的にバックアップする必要があります。証明書サーバを復元する必要

がある場合、CA 運用においてシリアル ファイルおよび CRL ファイルは重要です。

• エクスポート不可能な RSA キーまたは手動で生成されたエクスポート不可能な RSA キーを使用す

るサーバを手動でバックアップできません。自動的に生成された RSA キーには、エクスポート不

可能のマークが付いていますが、このキーは一度だけ自動的にアーカイブされます。

証明書サーバ データベース

Cisco IOS 証明書サーバは専用のファイルを保管し、他のプロセスに使用するファイルを公開できま

す。証明書サーバによって生成された、進行中の操作に必要な重要ファイルは、専用のファイル タイ

プごとに 1 つの場所に保管されます。証明書サーバはこれらのファイルに対して読み取りおよび書き込

みを行います。重要な証明書サーバ ファイルは、シリアル番号ファイル（.ser）と CRL 保管場所ファ

イル（.crl）です。証明書サーバによって書き込みが行われても再度読み取りが行われないファイルは

場合によって公開され、他のプロセスで使用できます。公開可能なファイルの例には、発行済みの証明

書ファイル（.crt）があります。

証明書サーバのパフォーマンスは、次の要因から影響を受ける場合があります。証明書サーバ ファイ

ルに対して、保管オプションおよび公開オプションを選択するときには、これらの要因を考慮する必要

があります。

• 選択する保管場所または公開場所が証明書サーバのパフォーマンスに影響を与えることがありま

す。ネットワーク ロケーションから読み取ると、ルータのローカル ストレージ デバイスから直接

読み取るよりも時間がかかります。

• 特定の場所では、保管または公開するファイルの数によって証明書サーバのパフォーマンスが影響

を受けることがあります。ローカルの Cisco IOS ファイル システムは、必ずしも大量のファイル

に適していません。

• 保管または公開するファイル タイプが証明書サーバのパフォーマンスに影響を与えることがあり

ます。特定のファイル（.crl ファイルなど）は非常に大きくなる可能性があります。

（注） ローカルの Cisco IOS ファイル システムに .ser および .crl ファイルを保管し、リモート ファイル シス

テムに .crt ファイルを公開することを推奨します。

証明書サーバ データベース ファイルの保管

証明書サーバは、その柔軟性により、設定されたデータベース レベルに応じて、さまざまな種類の重

要なファイルをさまざまな保管場所に保管できます（詳細については、database level コマンドを参照

してください）。保管場所を選択するときは、必要なファイル セキュリティおよびサーバのパフォーマ
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ンスを考慮してください。たとえば、シリアル番号ファイルおよびアーカイブ ファイル（.p12 または 
.pem）では、発行された証明書ファイル（.crt）の保管場所または名前ファイル（.cnm）の保管場所よ

りもセキュリティ上の制約事項が多くなることがあります。

表 1 に、特定の場所に保管される重要な証明書サーバ ファイルのタイプをファイル拡張子別に示しま

す。

表 1 証明書サーバの保管場所と重要なファイル タイプ

Cisco IOS 証明書サーバ ファイルには、次の 3 つのレベルで保管場所を指定できます。

• デフォルトの場所（NVRAM）

• すべての重要ファイルに対して指定されたプライマリ保管場所

• 特定の重要ファイルに対して指定された保管場所

ファイルは、一般的な保管場所よりも、具体的に設定した保管場所に優先的に保管されます。たとえ

ば、証明書サーバ ファイルの保管場所を指定しなかった場合、すべての証明書サーバ ファイルが 
NVRAM に保管されます。名前ファイルの保管場所を指定すると、名前ファイルだけがそこに保管さ

れ、その他すべてのファイルは NVRAM に保管されます。プライマリ ロケーションを指定すると、名

前ファイル以外のすべてのファイルが、NVRAM の代わりに、この場所に保管されます。

（注） .p12 または .pem のいずれかを指定できますが、両方のタイプのアーカイブ ファイルは一度に指定でき

ません。

証明書サーバ データベース ファイルの公開

公開ファイルは元のファイルのコピーで、他のプロセスまたはユーザ用に使用できます。証明書サーバ

がファイルの公開に失敗すると、サーバはシャットダウンします。発行された証明書ファイルおよび名

前ファイルに 1 つの公開場所を、CRL ファイルに複数の公開場所を指定できます。公開に利用可能な

ファイル タイプについては、表 2 を参照してください。設定されたデータベース レベルに関係なく、

ファイルを公開できます。

表 2 証明書サーバの公開ファイル タイプ

ファイル拡張子 ファイル タイプ

.ser メイン証明書サーバのデータベース ファイル。

.crl CRL の保管場所

.crt 発行された証明書の保管場所

.cnm 証明書名および失効ファイルの保管場所

.p12 PKCS12 形式の証明書サーバ証明書アーカイブ 
ファイルの保管場所

.pem PEM 形式の証明書サーバ証明書アーカイブ ファ

イルの保管場所

ファイル拡張子 ファイル タイプ

.crl CRL の公開場所

.crt 発行された証明書の公開場所

.cnm 証明書名および失効ファイルの公開場所
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証明書サーバのトラストポイント

自動的に生成された同じ名前のトラストポイントも証明書サーバにある場合、そのトラストポイントが

証明書サーバの証明書を保管します。証明書サーバの証明書を保管するためにトラストポイントが使用

されていることを、ルータが検出すると、トラストポイントはロックされ変更できなくなります。

証明書サーバを設定する前に、次の操作を行います。

• このトラストポイントを手動で作成し、設定します（crypto pki trustpoint コマンドを使用）。こ

れにより、代替 RSA キー ペアを指定できます（rsakeypair コマンドを使用）。

• on コマンドを使用して、設定済みの利用可能な USB トークンなどの特定のデバイス上に初期の自

動登録キー ペアが生成されるように指定します。

（注） 自動的に生成されたトラストポイントおよび証明書サーバ証明書は、証明書サーバ デバイスのアイデ

ンティティには使用できません。したがって、CA トラストポイントを指定して証明書を入手して接続

しているクライアントの証明書を認証するために使用されるコマンドライン インターフェイス（CLI）
（ip http secure-trustpoint コマンドなど）は、証明書サーバ デバイス上に設定された追加のトラスト

ポイントをポイントする必要があります。

サーバがルート証明書サーバの場合、このサーバは RSA キー ペアおよびその他いくつかのアトリ

ビュートを使用して自己署名証明書を生成します。関連付けられる CA 証明書には、デジタル署名、証

明書署名および CRL 署名といった拡張キー用途があります。

CA 証明書の生成後のアトリビュート変更は、証明書サーバが壊れた場合に限りできます。

（注） auto-enroll コマンドを使用して、証明書サーバ トラストポイントを自動的に登録しないでください。

証明書サーバの初期登録を手動で開始する必要があります。また、auto-rollover コマンドを使用して、

進行中の自動ロールオーバー機能を設定できます。自動ロールオーバー機能の詳細については、「自動 
CA 証明書およびキー ロールオーバー」を参照してください。

証明書失効リスト（CRL）

デフォルトでは、CRL は 168 時間（1 週間）に 1 度発行されます。CRL を発行するために、デフォル

ト値以外の値を指定するには、lifetime crl コマンドを実行します。CRL は発行されると、ca-label.crl 
として指定されたデータベースの場所に書き込まれます。この ca-label は、証明書サーバの名前です。

CRL は、設定済みで利用可能な場合、SCEP（デフォルト方式）または CRL 配布ポイント（CDP）を

介して配布できます。CDP を設定する場合は、cdp-url コマンドを使用して、CDP の場所を指定しま

す。cdp-url コマンドが指定されていない場合、証明書サーバによって発行される証明書には CDP 証
明書拡張子が含まれません。CDP の場所が指定されていない場合は、Cisco IOS PKI クライアントは 
SCEP GetCRL メッセージを使用して証明書サーバから自動的に CRL を要求します。CA は、SCEP 
CertRep メッセージで CRL をクライアントに返します。すべての SCEP メッセージは、エンベロープ

化された署名付き PKCS#7 データであるため、証明書サーバから CRL の SCEP を取得すると、コスト

がかかるうえに、拡張性はあまり高くありません。非常に大規模なネットワークでは、HTTP CDP の
方が拡張性が向上するため、CRL をチェックするピア デバイスが多い場合は、HTTP CDP を推奨しま

す。たとえば、次のように簡単な HTTP URL ストリングによって CDP の場所を指定できます。

cdp-url http://my-cdp.company.com/filename.crl

証明書サーバは、CDP を 1 つだけサポートします。したがって、発行される証明書には、すべて同じ 
CDP が含まれます。
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Cisco IOS ソフトウェアを実行せず、SCEP GetCRL 要求をサポートしない PKI クライアントがある状

態で CDP を使用する場合、外部サーバを設定して CRL を配布し、このサーバをポイントするように 
CDP を設定できます。または、次の形式の URL で cdp-url コマンドを指定すると、証明書サーバから 
CRL を取得するために非 SCEP 要求を指定できます。この cs-addr は証明書サーバの場所です。

cdp-url http://cs-addr/cgi-bin/pkiclient.exe?operation=GetCRL

（注） また、Cisco IOS CA が HTTP CDP サーバとしても設定されている場合、cdp-url 
http://cs-addr/cgi-bin/pkiclient.exe?operation=GetCRL コマンド構文を使用して CDP を指定してくだ

さい。

cdp-url コマンドによって指定された場所から CRL を利用できるかどうかは、ネットワーク管理者が

確認してください。

指定された場所内に埋め込まれた疑問符を保持するようパーサーに強制するには、疑問符の前に 
Ctrl+V キーを入力します。この処理を実行しないと、HTTP による CRL 取得でエラー メッセージが返

されます。

CDP の場所は、証明書サーバが実行されてから、cdp-url コマンドによって変更できます。新しい証

明書には、更新された CDP の場所が含まれていますが、既存の証明書は、新たに指定された CDP 場
所を含まない状態で再発行されます。新しい CRL が発行されると、証明書サーバは、キャッシュされ

た現在の CRL を使用して新しい CRL を生成します（証明書サーバは、再起動するとデータベースか

ら現在の CRL をリロードします）。現在の CRL が失効しないかぎり、新しい CRL は発行できません。

現在の CRL が失効すると、CLI から証明書を無効にしたときにだけ、新しい CRL が発行されます。

証明書サーバのエラー状態

証明書サーバは起動時、証明書を発行する前に現在の設定をチェックします。証明書サーバは、show 
crypto pki server コマンドの出力で、 後に認識されたエラー状態を報告します。たとえば、エラー

状態には次のものがあります。

• 保管場所にアクセスできない

• HTTP サーバを待機する 

• 時間設定を待機する 

証明書サーバに、CRL の公開に失敗するなどの重大な障害が発生した場合、証明書サーバは自動的に

使用不可状態になります。この場合、ネットワーク管理者がエラー状態を解消できます。エラーを解消

すると、証明書サーバは直前の正常な状態に戻ります。
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証明書サーバを使用した証明書登録

証明書登録要求は、次のように機能します。

• 証明書サーバがエンド ユーザから登録要求を受け取ると、次の処理が発生します。

– 要求エントリが、初期状態で登録要求データベースに作成されます（証明書登録の要求状態の

リストについては、表 3 を参照してください）。

– 証明書サーバは、CLI 設定（パラメータが指定されていない場合は、デフォルト動作）を参照

して、要求を許可するかどうか決定します。その後、登録要求の状態は登録要求データベース

で更新されます。

• SCEP クエリーごとに応答するため、証明書サーバは現在の要求を調べ、次のいずれかの処理を実

行します。

– エンド ユーザに「保留」または「拒否」状態で応答します。

– 適切な証明書を生成して署名し、証明書を登録要求データベースに保管します。

クライアントの接続が終了すると、証明書サーバは、クライアントが別の証明書を要求するまで待機し

ます。

すべての登録要求は、表 3 に定義する証明書登録状態に移行します。現在の登録要求を表示するには、

crypto pki server request pkcs10 コマンドを使用します。

SCEP 登録

すべての SCEP 要求は新しい証明書の登録要求として処理されます。SCEP 要求で前の証明書要求と重

複する所有者名または公開のキー ペアが指定された場合も同様です。

CA サーバのタイプ：下位および登録局（RA）

CA サーバは、下位の証明書サーバまたは RA モード証明書サーバとして設定できるように柔軟性を備

えています。

表 3 証明書登録要求状態の説明

証明書登録の状態 説明

許可 証明書サーバは要求を認可しました。

拒否 証明書サーバは、ポリシー上の理由で要求を拒否

しました。

付与 CA コアは、証明書要求に対して適切な証明書を

生成しました。

初期 SCEP サーバによって要求が作成されました。

形式異常 証明書サーバは、暗号化上の理由により、要求が

無効であると判断しました。

保留 ネットワーク管理者が登録要求を手動で受け入れ

る必要があります。
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下位 CA を設定する理由とは

下位証明書サーバは、ルート証明書サーバと同じ機能を提供します。ルート RSA キー ペアは、PKI 階
層構造においてきわめて重要で、多くの場合、このキー ペアをオフラインにしておくか、アーカイブ

しておくことが得策です。この要件をサポートするために、PKI 階層に、ルート権限で署名された下位 
CA を組み込めます。このように、通常の動作時には、ルート権限をオフラインにして（特別な CRL 
更新を発行する場合を除く）、下位 CA を使用できます。

RA モード証明書サーバを設定する理由とは

Cisco IOS 証明書サーバは、RA モードで実行できるように設定できます。RA は、CA から認証および

認可責任をオフロードします。RA が SCEP または手動での登録要求を受信すると、管理者はローカル 
ポリシーごとに要求を拒否または許可できます。要求が許可されると、その要求は発行元 CA に転送さ

れ、CA は自動的に証明書を生成して RA に返します。クライアントは、許可された証明書を RA から

後で取得できます。

RA とは、CA が証明書を発行するために必要なデータの一部またはすべてを記録あるいは検証する役

割を担う機関です。多くの場合、CA は RA の機能自体をすべて請け負いますが、CA が広範囲の地理

的エリアで運用されている、あるいは CA がネットワーク アクセスに直接さらされるというセキュリ

ティ上の懸念がある場合、管理上好ましいのは、作業の一部を RA に委任して、CA が基本作業である

証明書および CRL の署名に集中できるようにすることです。

CA サーバの互換性

Cisco IOS Release 15.1(2)T では、RA モードの IOS CA サーバが複数のタイプの CA サーバと相互運

用できる新しい機能が導入されました。詳細については、「証明書サーバを RA モードで実行するよう

に設定」（P.22）を参照してください。

自動 CA 証明書およびキー ロールオーバー

CA（ルート CA、下位 CA、および RA モード CA）は、クライアントと同様、有効期限付きの証明書

とキー ペアを持っており、これらの証明書とキー ペアは、現在の証明書とキー ペアが失効するときに

再発行する必要があります。ルート CA の証明書とキー ペアが失効すると、CA は自己署名付きロール

オーバー証明書とキー ペアを生成する必要があります。下位 CA または RA モード CA の証明書およ

びキー ペアが失効すると、CA は、その上位 CA からロールオーバー証明書とキー ペアを要求すると

同時に上位 CA の新しい自己署名付きロールオーバー証明書を取得します。CA は、そのすべてのピア

に新しい CA ロールオーバー証明書とキーを配布する必要があります。CA およびそのクライアントが

失効する CA 証明書とキー ペアから新しい CA 証明書とキー ペアに切り替えている間に、ロールオー

バーと呼ばれるプロセスにより、ネットワークは中断せずに動作します。

ロールオーバーは、PKI インフラストラクチャの信頼関係の要件および同期化されたクロックに依存し

ます。PKI の信頼関係により、（1）新しい CA 証明書の認証が可能になり、（2）セキュリティが損なわ

れることなく、ロールオーバーを自動的に実行できます。同期化されたクロックにより、ロールオー

バーをネットワーク全体で調整できます。

自動 CA 証明書ロールオーバー：動作原理

CA サーバには、ロールオーバーが設定されている必要があります。すべてのレベルの CA を自動的に

登録し、自動ロールオーバーをイネーブルにする必要があります。CA クライアントは、自動的に登録

されると、自動的にロールオーバーをサポートします。クライアントおよび自動ロールオーバーの詳細

については、「Configuring Certificate Enrollment for a PKI」の章にある「Automatic Certificate 
Enrollment」を参照してください。

CA がロールオーバーをイネーブルにして、そのクライアントが自動的に登録された後に、3 段階の自

動 CA 証明書ロールオーバー プロセスがあります。
9
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1 段階：アクティブな CA 証明書およびキー ペアのみ

1 段階には、アクティブな CA 証明書およびキー ペアだけがあります。

2 段階：CA 証明書のロールオーバーおよびキー ペアの生成と配布

2 段階では、ロールオーバー CA 証明書およびキー ペアが生成され、配布されます。上位 CA はロール

オーバー証明書とキー ペアを生成します。CA が正常にアクティブな設定を保存すると、CA はロール

オーバー証明書およびキー ペアのクライアント要求に応答する準備が完了です。上位 CA がクライア

ントから新しい CA 証明書とキー ペアに対する要求を受信すると、CA は、新しいロールオーバー CA 
証明書とキー ペアを要求元クライアントに送信して応答します。クライアントは、ロールオーバー CA 
証明書とキー ペアを保管します。

（注） CA は、ロールオーバー証明書とキー ペアを生成したときに、そのアクティブな設定を保存できる必要

があります。現在の設定が変更された場合、ロールオーバー証明書とキー ペアは自動的には保存され

ません。この場合、管理者は手動で設定を保存する必要があります。保存しない場合、ロールオーバー

情報は失われます。

3 段階：ロールオーバー CA 証明書とキー ペアがアクティブな CA 証明書とキー ペアになる

3 段階では、ロールオーバー CA 証明書とキー ペアがアクティブな CA 証明書とキー ペアになります。

有効なロールオーバー CA 証明書を保管しているすべてのデバイスは、ロールオーバー証明書をアク

ティブな証明書の名前に変更し、それまでアクティブだった証明書とキー ペアは削除されます。

（注） CA 証明書のロールオーバー後、通常の証明書のライフタイムおよび更新時間との間に次のような時間

の違いがあることがわかる場合があります。

• ロールオーバー中に発行された証明書のライフタイムは、あらかじめ設定された値よりも低くなり

ます。

• 特定の条件下では、更新時間が実際のライフタイムの設定割合よりも低くなる場合があります。証

明書のライフタイムが 1 時間未満の場合に確認される違いは、20% までになることがあります。

このような違いがあるのは通常の状態であり、証明書サーバ上のアルゴリズムで発生する jitter（ラン

ダムな時間の変動）によるものです。この作業は、PKI に参加するホストが自分の登録タイマーと同期

しないようにするために実行します。同期すると、証明書サーバで輻輳が発生する場合があります。

（注） 発生するライフタイムの変動は、常にライフタイムが短くなるように発生し、証明書に対して

設定された 大ライフタイム内に収まるため、PKI の適切な動作に悪影響を与えることはあり

ません。

Cisco IOS 証明書サーバの設定および展開方法
• 「証明書サーバの RSA キー ペアの生成」（P.11） 

• 「証明書サーバの設定」（P.13）

• 「証明書サーバ機能の設定」（P.25）

• 「自動 CA 証明書ロールオーバーでの作業」（P.29）

• 「証明書サーバ、証明書、CA の保守、検証、およびトラブルシューティング」（P.31）
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証明書サーバの RSA キー ペアの生成

証明書サーバの RSA キー ペアを手動で生成するには、次の作業を実行します。証明書サーバの RSA 
キー ペアを手動で生成すると、生成しようとするキー ペアのタイプの指定、バックアップ目的のエク

スポート可能なキー ペアの作成、キー ペアの保管場所の指定、またはキー生成場所の指定ができます。

Cisco IOS Release 12.3(8)T 以前のリリースを実行している場合は、バックアップまたはアーカイブ目

的でエクスポート可能な証明書サーバのキー ペアを作成できます。この作業を実行しない場合、証明

書サーバは自動的にキー ペアを生成し、このキー ペアにはエクスポート可能のマークが付けられます。

自動 CA 証明書アーカイブは、Cisco IOS Release 12.3(11)T で導入されました。

Cisco IOS Release 12.4(11)T 以降のリリースでは、ルータに USB トークンが設定され、かつ使用可能

な場合、ストレージ デバイス以外に USB トークンを暗号装置として使用できます。USB トークンを

暗号化装置として使用すると、USB トークンでクレデンシャルのキー生成、署名、認証などの RSA 操
作を実行できます。秘密キーは決して USB トークンから出ないようになっており、エクスポートでき

ません。公開キーはエクスポート可能です。USB トークンの設定および暗号装置としての使用に関す

る具体的なマニュアルのタイトルについては、「関連資料」を参照してください。

（注） 秘密キーを安全な場所に保管し、定期的に証明書サーバ データベースをアーカイブすることを推奨し

ます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto key generate rsa [general-keys | usage-keys | signature | encryption] [label key-label] 
[exportable] [modulus modulus-size] [storage devicename:] [on devicename:]

4. crypto key export rsa key-label pem {terminal | url url} {3des | des} passphrase 

5. crypto key import rsa key-label pem [usage-keys | signature | encryption] {terminal | url url} 
[exportable] [on devicename:] passphrase

6. exit

7. show crypto key mypubkey rsa

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
11



PKI 展開での Cisco IOS 証明書サーバの設定および管理

  Cisco IOS 証明書サーバの設定および展開方法
ステップ 3 crypto key generate rsa [general-keys | 
usage-keys | signature | encryption] [label 
key-label] [exportable] [modulus modulus-size] 
[storage devicename:] [on devicename:]

例：
Router (config)# crypto key generate rsa 
label mycs exportable modulus 2048

証明書サーバの RSA キー ペアを生成します。

• storage キーワードを使用すると、キーの保管場所を

指定できます。

• key-label 引数を指定することによってラベル名を指定

する場合、crypto pki server cs-label コマンドによっ

て証明書サーバに使用するラベルと同じ名前を使用す

る必要があります。key-label 引数を指定していない場

合、ルータの Fully Qualified Domain Name（FQDN; 
完全修飾ドメイン名）であるデフォルト値が使用され

ます。

no shutdown コマンドを発行する前に、CA 証明書が生成

されるまで待ってからエクスポート可能な RSA キー ペア

を手動で生成する場合、crypto ca export pkcs12 コマンド

を使用して、証明書サーバ証明書および秘密キーを含む 
PKCS12 ファイルをエクスポートできます。

• デフォルトでは、CA キーのモジュラス サイズは 1024 
ビットです。推奨される CA キーのモジュラスは 2048 
ビットです。CA キーのモジュラス サイズの範囲は 
350 ～ 4096 ビットです。

• on キーワードは、指定した装置上で RSA キー ペアが

作成されることを指定します。この装置には 
Universal Serial Bus（USB; ユニバーサルシリアルバ

ス）トークン、ローカル ディスク、および NVRAM 
などがあります。装置の名前の後にはコロン（:）を付

けます。

（注） USB トークン上で作成されるキーは、2048 ビット

以下である必要があります。

ステップ 4 crypto key export rsa key-label pem 
{terminal | url url} {3des | des} passphrase 

例：
Router (config)# crypto key export rsa mycs 
pem url nvram: 3des PASSWORD

（任意）生成された RSA キー ペアをエクスポートします。

生成されたキーをエクスポートできます。

ステップ 5 crypto key import rsa key-label pem 
[usage-keys | signature | encryption] 
{terminal | url url} [exportable] [on 
devicename:] passphrase 

例：
Router (config)# crypto key import rsa mycs2 
pem url nvram:mycs PASSWORD

（任意）RSA キー ペアをインポートします。

USB トークンにインポートするキーを作成するには、使用

する on キーワードおよび適切なデバイスの場所を指定し

ます。

exportable キーワードを使用して RSA キーをエクスポー

トし、RSA キー ペアをエクスポート不可に変更する場合

は、exportable キーワードを使用せずに証明書サーバに

キーを再度インポートします。キーを再度エクスポートで

きません。

コマンドまたはアクション 目的
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例

次の例では、「ms2」というラベルの USB トークンに汎用 1024 ビット RSA キー ペアを生成し、それ

とともに表示される暗号エンジンのデバッギング メッセージを示します。

Router(config)# crypto key generate rsa on usbtoken0 label ms2 modulus 1024
The name for the keys will be: ms2 
% The key modulus size is 1024 bits 
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be on-token, non-exportable... 
Jan 7 02:41:40.895: crypto_engine: Generate public/private keypair [OK] 
Jan 7 02:44:09.623: crypto_engine: Create signature 
Jan 7 02:44:10.467: crypto_engine: Verify signature 
Jan 7 02:44:10.467: CryptoEngine0: CRYPTO_ISA_RSA_CREATE_PUBKEY(hw)(ipsec) 
Jan 7 02:44:10.467: CryptoEngine0: CRYPTO_ISA_RSA_PUB_DECRYPT(hw)(ipsec) 

これで、「ms2」というラベルが付けられた、トークン上のキーを登録に使用できます。

次の例では、設定済みの利用可能な USB トークンに正常にインポートされた暗号キーを示します。

Router# configure terminal 
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z. 
Router(config)# crypto key import rsa encryption on usbtoken0 url nvram:e password 
% Importing public Encryption key or certificate PEM file... 
filename [e-encr.pub]? 
Reading file from nvram:e-encr.pub 
% Importing private Encryption key PEM file... 
Source filename [e-encr.prv]? 
Reading file from nvram:e-encr.prv 
% Key pair import succeeded.

証明書サーバの設定

• 「証明書サーバの設定」（P.14）

• 「下位証明書サーバの設定」（P.16）

• 「証明書サーバを RA モードで実行するように設定」（P.22） 

• 「RA モード証明書サーバに登録作業を委任するためのルート証明書サーバの設定」（P.24）

自動 CA 証明書ロールオーバーに関する前提条件

証明書サーバを設定する場合、自動 CA 証明書ロールオーバーが正常に実行するために、CA サーバに

次の前提条件が適用されます。

• CA サーバで Cisco IOS Release 12.4(2)T 以降のリリースを実行している必要があります。

ステップ 6 exit

例：
Router (config)# exit

グローバル コンフィギュレーションを終了します。

ステップ 7 show crypto key mypubkey rsa

例：
Router# show crypto key mypubkey rsa

ルータの RSA 公開キーを表示します。

コマンドまたはアクション 目的
13



PKI 展開での Cisco IOS 証明書サーバの設定および管理

  Cisco IOS 証明書サーバの設定および展開方法
• CA サーバは、イネーブルにされ、信頼できる時刻、利用可能なキー ペア、キー ペアに関連付け

られた自己署名付きの有効な CA 証明書、CRL、アクセス可能なストレージ デバイス、およびア

クティブな HTTP/SCEP サーバとともに完全に設定されている必要があります。

• CA クライアントでは、自動登録が正常に完了しており、同じ証明書サーバへの自動登録がイネー

ブルになっている必要があります。

（注） Cisco IOS 12.4(2)T 以前のリリースを実行している場合は、ルート CA だけが自動 CA 証明書ロール

オーバー機能をサポートします。Cisco IOS 12.4(4)T 以降のリリースでは、すべての CA（ルート CA、

下位 CA、RA モード CA）をサポートします。

自動 CA 証明書ロールオーバーに関する制約事項

証明書サーバを設定する場合、自動 CA 証明書ロールオーバーを正常に実行するために、次の制約事項

が適用されます。

• SCEP を使用してロールオーバーをサポートする必要があります。SCEP の代わりに証明書管理プロ

トコルまたはメカニズム（登録プロファイル、手動での登録、または TFTP による登録など）を使用

して、PKI に登録する装置では、SCEP で提供されているロールオーバー機能を利用できません。

• ネットワークに自動アーカイブを設定していてもアーカイブが失敗する場合、証明書サーバがロー

ルオーバー状態にならず、ロールオーバー証明書およびキー ペアが自動的に保存されないため、

ロールオーバーは発生しません。

証明書サーバの設定

Cisco IOS 証明書サーバを設定し、自動ロールオーバーをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip http server

4. crypto pki server cs-label

5. no shutdown

6. auto-rollover [time-period]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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例

次の例では、証明書サーバ「ca」を設定する方法を示します。

Router(config)# crypto pki server ca
Router(cs-server)# no shutdown

% Once you start the server, you can no longer change some of 
% the configuration.
Are you sure you want to do this? [yes/no]: yes
% Generating 1024 bit RSA keys ...[OK]

% Certificate Server enabled.
Router(cs-server)# end
!
Router# show crypto pki server

Certificate Server ca:
    Status: enabled, configured
    CA cert fingerprint: 5A856122 4051347F 55E8C246 866D0AC3 
    Granting mode is: manual
    Last certificate issued serial number: 0x1
    CA certificate expiration timer: 19:44:57 GMT Oct 14 2006
    CRL NextUpdate timer: 19:45:25 GMT Oct 22 2003
    Current storage dir: nvram:
    Database Level: Complete - all issued certs written as <serialnum>.cer

次の例では、auto-rollover コマンドを使用して、サーバ mycs の自動 CA 証明書ロールオーバーをイ

ネーブルにする方法を示します。show crypto pki server コマンドを実行すると、自動ロールオーバー

が 25 日のオーバラップ期間でサーバ mycs に設定されたことが示されます。

Router(config)# crypto pki server mycs
Router(cs-server)# auto-rollover 25
Router(cs-server)# no shut

ステップ 3 ip http server

例：
Router(config)# ip http server

ご使用のシステムの HTTP サーバをイネーブルにします。

ステップ 4 crypto pki server cs-label

例：
Router(config)# crypto pki server server-pki

証明書サーバのラベルを定義し、証明書サーバ コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

（注） 手動で RSA キー ペアを生成した場合、cs-label 引
数はキー ペアの名前と一致する必要があります。

ステップ 5 no shutdown

例：
Router(cs-server)# no shutdown

（任意）証明書サーバをイネーブルにします。

（注） デフォルト機能を使用する場合は、この時点では

このコマンドだけを使用します。つまり、デフォ

ルト設定のいずれかを「証明書サーバ機能の設定」

の作業に従って変更する場合、まだこのコマンド

を発行しないでください。

ステップ 6 auto-rollover [time-period]

例：
Router(cs-server)# auto-rollover 90

（任意）自動 CA 証明書ロールオーバー機能をイネーブル

にします。

• time-period：デフォルトは 30 日です。

コマンドまたはアクション 目的
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%Some server settings cannot be changed after CA certificate generation.
% Generating 1024 bit RSA keys, keys will be non-exportable...[OK]
% Exporting Certificate Server signing certificate and keys...

% Certificate Server enabled.
Router(cs-server)#

Router# show crypto pki server 

Certificate Server mycs:
    Status:enabled
    Server's configuration is locked  (enter "shut" to unlock it)
    Issuer name:CN=mycs
    CA cert fingerprint:70AFECA9 211CDDCC 6AA9D7FF 3ADB03AE 
    Granting mode is:manual
    Last certificate issued serial number:0x1
    CA certificate expiration timer:00:49:26 PDT Jun 20 2008
    CRL NextUpdate timer:00:49:29 PDT Jun 28 2005
    Current storage dir:nvram:
    Database Level:Minimum - no cert data written to storage
    Auto-Rollover configured, overlap period 25 days
    Autorollover timer:00:49:26 PDT May 26 2008

下位証明書サーバの設定

すべて、または特定の SCEP 証明書要求あるいは手動の証明書要求を許可するために下位証明書サー

バを設定し、自動ロールオーバーをイネーブルにするには、次の作業を実行します。

制約事項

• Cisco IOS Release 12.3(14)T 以降のリリースを実行している必要があります（Cisco IOS ソフト

ウェア リリース 12.3(14) T の以前のバージョンでは、証明書サーバを 1 つだけサポートし、階層

構造はサポートしません。つまり、下位証明書サーバはサポートされません）。

• ルート証明書サーバは、Cisco IOS 証明書サーバである必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. enrollment url url

5. exit

6. crypto pki server cs-label

7. issuer name DN-string

8. mode sub-cs

9. auto-rollover [time-period]

10. grant auto rollover {ca-cert | ra-cert}

11. no shutdown
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手順の詳細 

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router (config)# crypto pki trustpoint sub

下位の証明書サーバが使用するトラストポイントを宣言

し、CA トラストポイント コンフィギュレーション モード

を開始します。

ステップ 4 enrollment url url

例：
Router (ca-trustpoint)# enrollment url 
http://192.0.2.6

発行元 CA 証明書サーバ（ルート証明書サーバ）の登録 
URL を指定します。

ステップ 5 exit

例：
Router (ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 6 crypto pki server cs-label

例：
Router(config)# crypto pki server sub

Cisco IOS 証明書サーバをイネーブルにし、CS サーバ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

（注） 下位のサーバには、上記ステップ 3 で作成された

トラストポイントと同じ名前を付ける必要があり

ます。

ステップ 7 issuer name DN-string

例：
Router(cs-server)# issuer-name CN=sub CA, 
O=Cisco, C=us 

（任意）証明書サーバの CA 発行者名として DN を指定し

ます。

ステップ 8 mode sub-cs

例：
Router(cs-server)# mode sub-cs

PKI サーバをサブ証明書サーバ モードにします。

ステップ 9 auto-rollover [time-period]

例：
Router(cs-server)# auto-rollover 90

（任意）自動 CA 証明書ロールオーバー機能をイネーブル

にします。

• time-period：デフォルトは 30 日です。
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例

証明書サーバがイネーブルにならない、あるいは証明書サーバが設定された要求を処理する際にトラブ

ルが発生した場合は、debug crypto pki server コマンドを使用すると、次の例（「クロックが未設定」

および「トラストポイントが未設定」）に示すように設定をトラブルシューティングできます。

Router# debug crypto pki server

クロックが未設定

Router(config)# crypto pki server sub
Router(cs-server)# mode sub-cs
Router(cs-server)# no shutdown
%Some server settings cannot be changed after CA certificate generation.
% Please enter a passphrase to protect the private key % or type Return to exit
Password: 
*Jan  6 20:57:37.667: CRYPTO_CS: enter FSM: input state initial, input signal no shut

Re-enter password: 
% Generating 1024 bit RSA keys ...

*Jan  6 20:57:45.303: CRYPTO_CS: starting enabling checks
*Jan  6 20:57:45.303: CRYPTO_CS: key 'sub' does not exist; generated automatically[OK]
% Time has not been set. Cannot start the Certificate server

トラストポイントが未設定

Router(config)# crypto pki server sub
Router(cs-server)# mode sub-cs
Router(cs-server)# no shutdown

%Some server settings cannot be changed after CA certificate generation.
% Please enter a passphrase to protect the private key or type Return to exit 
Password: 
Jan 6 21:00:15.961: CRYPTO_CS: enter FSM: input state initial, input signal no shut. 
Jan 6 21:03:34.309: CRYPTO_CS: enter FSM: input state initial, input signal time set. 
Jan 6 21:03:34.313: CRYPTO_CS: exit FSM: new state initial.
Jan 6 21:03:34.313: CRYPTO_CS: cs config has been unlocked 
Re-enter password:
% Generating 1024 bit RSA keys ...
Jan  6 21:03:44.413: CRYPTO_CS: starting enabling checks

ステップ 10 grant auto rollover {ca-cert | ra-cert}

例：
Router(cs-server)# grant auto rollover 
ca-cert

（任意）オペレータが介入せずに、下位の CA および RA 
モード CA の再登録要求を自動的に許可します。

• ca-cert：下位の CA ロールオーバー証明書が自動的に

付与されるように指定します。

• ra-cert：RA モード CA ロールオーバー証明書が自動

的に付与されるように指定します。

（注） これが、初めて下位の証明書サーバをイネーブル

にし、登録するときであれば、証明書要求を手動

で許可する必要があります。

ステップ 11 no shutdown

例：
Router(cs-server)# no shutdown

証明書サーバをイネーブルまたは再イネーブル化します。

これが下位の証明書サーバを初めてイネーブルにするとき

であれば、証明書サーバはキーを生成し、ルート証明書

サーバから署名付き証明書を取得します。

コマンドまたはアクション 目的
18
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Jan  6 21:03:44.413: CRYPTO_CS: associated trust point 'sub' does not exist; generated 
automatically
Jan  6 21:03:44.417: CRYPTO_CS: key 'sub' does not exist; generated automatically[OK]

Jan  6 21:04:03.993: CRYPTO_CS: nvram filesystem
Jan  6 21:04:04.077: CRYPTO_CS: serial number 0x1 written.
You must specify an enrollment URL for this CA before you can authenticate it.
% Failed to authenticate the Certificate Authority

証明書サーバが署名証明書をルート証明書サーバから取得できない場合は、次の例に示すように、

debug crypto pki transactions コマンドを使用して設定をトラブルシューティングできます。

Router# debug crypto pki transactions

Jan  6 21:07:00.311: CRYPTO_CS: enter FSM: input state initial, input signal time set 
Jan  6 21:07:00.311: CRYPTO_CS: exit FSM: new state initial
Jan  6 21:07:00.311: CRYPTO_CS: cs config has been unlocked no sh
%Some server settings cannot be changed after CA certificate generation.
% Please enter a passphrase to protect the private key % or type Return to exit 
Password: 
Jan  6 21:07:03.535: CRYPTO_CS: enter FSM: input state initial, input signal no shut
Re-enter password:
% Generating 1024 bit RSA keys ...
Jan  6 21:07:10.619: CRYPTO_CS: starting enabling checks
Jan  6 21:07:10.619: CRYPTO_CS: key 'sub' does not exist; generated automatically[OK]

Jan  6 21:07:20.535: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Jan  6 21:07:25.883: CRYPTO_CS: nvram filesystem
Jan  6 21:07:25.991: CRYPTO_CS: serial number 0x1 written.
Jan  6 21:07:27.863: CRYPTO_CS: created a new serial file.
Jan  6 21:07:27.863: CRYPTO_CS: authenticating the CA 'sub'
Jan  6 21:07:27.867: CRYPTO_PKI: Sending CA Certificate Request:
GET /cgi-bin/pkiclient.exe?operation=GetCACert&message=sub HTTP/1.0
User-Agent: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.0; Cisco PKI)

Jan 6 21:07:27.867: CRYPTO_PKI: can not resolve server name/IP address
Jan 6 21:07:27.871: CRYPTO_PKI: Using unresolved IP Address 192.0.2.6 Certificate has the 
following attributes:

Fingerprint MD5: 328ACC02 52B25DB8 22F8F104 B6055B5B 
Fingerprint SHA1: 02FD799D DD40C7A8 61DC53AB 1E89A3EA 2A729EE2

% Do you accept this certificate? [yes/no]: 
Jan  6 21:07:30.879: CRYPTO_PKI: http connection opened
Jan 6 21:07:30.903: CRYPTO_PKI: HTTP response header:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 06 Jan 2005 21:07:30 GMT
Server: server-IOS
Content-Type: application/x-x509-ca-cert
Expires: Thu, 06 Jan 2005 21:07:30 GMT
Last-Modified: Thu, 06 Jan 2005 21:07:30 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Accept-Ranges: none

Content-Type indicates we have received a CA certificate.

Jan  6 21:07:30.903: Received 507 bytes from server as CA certificate:
Jan  6 21:07:30.907: CRYPTO_PKI: transaction GetCACert completed
Jan  6 21:07:30.907: CRYPTO_PKI: CA certificate received.
Jan  6 21:07:30.907: CRYPTO_PKI: CA certificate received.
Jan  6 21:07:30.927: CRYPTO_PKI: crypto_pki_authenticate_tp_cert()

Jan  6 21:07:30.927: CRYPTO_PKI: trustpoint sub authentication status = 0 y Trustpoint CA 
certificate accepted.%
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% Certificate request sent to Certificate Authority

% Enrollment in progress...
Router (cs-server)#
Jan 6 21:07:51.772: CRYPTO_CA: certificate not found
Jan 6 21:07:51.772: CRYPTO_CA: certificate not found
Jan 6 21:07:52.460: CRYPTO_CS: Publishing 213 bytes to crl file nvram:sub.crl
Jan 6 21:07:54.348: CRYPTO_CS: enrolling the server's trustpoint 'sub'
Jan 6 21:07:54.352: CRYPTO_CS: exit FSM: new state check failed
Jan 6 21:07:54.352: CRYPTO_CS: cs config has been locked
Jan 6 21:07:54.356: CRYPTO_PKI: transaction PKCSReq completed
Jan 6 21:07:54.356: CRYPTO_PKI: status: 
Jan 6 21:07:55.016: CRYPTO_PKI:  Certificate Request Fingerprint MD5: 1BA027DB 1C7860C7 
EC188F65 64356C80
Jan 6 21:07:55.016: CRYPTO_PKI:  Certificate Request Fingerprint SHA1: 840DB52C E17614CB 
0C7BE187 0DFC884D D32CAA75
Jan 6 21:07:56.508: CRYPTO_PKI: can not resolve server name/IP address
Jan 6 21:07:56.508: CRYPTO_PKI: Using unresolved IP Address 192.0.2.6
Jan 6 21:07:56.516: CRYPTO_PKI: http connection opened
Jan 6 21:07:59.136: CRYPTO_PKI: received msg of 776 bytes
Jan 6 21:07:59.136: CRYPTO_PKI: HTTP response header:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 06 Jan 2005 21:07:57 GMT
Server: server-IOS
Content-Type: application/x-pki-message
Expires: Thu, 06 Jan 2005 21:07:57 GMT
Last-Modified: Thu, 06 Jan 2005 21:07:57 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Accept-Ranges: none

Jan 6 21:07:59.324: The PKCS #7 message has 1 verified signers.
Jan 6 21:07:59.324: signing cert: issuer=cn=root1
Jan 6 21:07:59.324: Signed Attributes:

Jan 6 21:07:59.328: CRYPTO_PKI: status = 102: certificate request pending
Jan 6 21:08:00.788: CRYPTO_PKI: can not resolve server name/IP address
Jan 6 21:08:00.788: CRYPTO_PKI: Using unresolved IP Address 192.0.2.6
Jan 6 21:08:00.796: CRYPTO_PKI: http connection opened
Jan 6 21:08:11.804: CRYPTO_PKI: received msg of 776 bytes
Jan 6 21:08:11.804: CRYPTO_PKI: HTTP response header: HTTP/1.1 200 OK

Date: Thu, 06 Jan 2005 21:08:01 GMT
Server: server-IOS
Content-Type: application/x-pki-message
Expires: Thu, 06 Jan 2005 21:08:01 GMT
Last-Modified: Thu, 06 Jan 2005 21:08:01 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Accept-Ranges: none

Jan  6 21:08:11.992: The PKCS #7 message has 1 verified signers.
Jan 6 21:08:11.992: signing cert: issuer=cn=root1
Jan  6 21:08:11.996: Signed Attributes:

Jan  6 21:08:11.996: CRYPTO_PKI: status = 102: certificate request pending
Jan  6 21:08:21.996: CRYPTO_PKI: All sockets are closed for trustpoint sub.
Jan  6 21:08:31.996: CRYPTO_PKI: All sockets are closed for trustpoint sub.
Jan  6 21:08:41.996: CRYPTO_PKI: All sockets are closed for trustpoint sub.
Jan  6 21:08:51.996: CRYPTO_PKI: All sockets are closed for trustpoint sub.
Jan  6 21:09:01.996: CRYPTO_PKI: All sockets are closed for trustpoint sub.
Jan  6 21:09:11.996: CRYPTO_PKI: resend GetCertInitial, 1 
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Jan  6 21:09:11.996: CRYPTO_PKI: All sockets are closed for trustpoint sub. 
Jan  6 21:09:11.996: CRYPTO_PKI: resend GetCertInitial for session: 0 
Jan  6 21:09:11.996: CRYPTO_PKI: can not resolve server name/IP address
Jan  6 21:09:11.996: CRYPTO_PKI: Using unresolved IP Address 192.0.2.6
Jan  6 21:09:12.024: CRYPTO_PKI: http connection opened% Exporting Certificate Server 
signing certificate and keys...

Jan  6 21:09:14.784: CRYPTO_PKI: received msg of 1611 bytes
Jan  6 21:09:14.784: CRYPTO_PKI: HTTP response header:

HTTP/1.1 200 OK
Date: Thu, 06 Jan 2005 21:09:13 GMT
Server: server-IOS
Content-Type: application/x-pki-message
Expires: Thu, 06 Jan 2005 21:09:13 GMT
Last-Modified: Thu, 06 Jan 2005 21:09:13 GMT
Cache-Control: no-store, no-cache, must-revalidate
Pragma: no-cache
Accept-Ranges: none

Jan  6 21:09:14.972: The PKCS #7 message has 1 verified signers.
Jan 6 21:09:14.972: signing cert: issuer=cn=root1
Jan  6 21:09:14.972: Signed Attributes:

Jan  6 21:09:14.976: CRYPTO_PKI: status = 100: certificate is granted 
Jan  6 21:09:15.668: The PKCS #7 message contains 1 certs and 0 crls. 
Jan  6 21:09:15.688: Newly-issued Router Cert: issuer=cn=root serial=2
Jan  6 21:09:15.688: start date: 21:08:03 GMT Jan 6 2005
Jan  6 21:09:15.688: end date: 21:08:03 GMT Jan 6 2006
Jan  6 21:09:15.688: Router date: 21:09:15 GMT Jan 6 2005
Jan  6 21:09:15.692: Received router cert from CA
Jan  6 21:09:15.740: CRYPTO_CA: certificate not found
Jan  6 21:09:15.744: CRYPTO_PKI: All enrollment requests completed for trustpoint sub. 
Jan  6 21:09:15.744: %PKI-6-CERTRET: Certificate received from Certificate Authority 
Jan  6 21:09:15.744: CRYPTO_PKI: All enrollment requests completed for trustpoint sub. 
Jan  6 21:09:15.744: CRYPTO_PKI: All enrollment requests completed for trustpoint sub. 
Jan 6 21:09:15.748: CRYPTO_CS: enter FSM: input state check failed, input signal cert 
configured
Jan  6 21:09:15.748: CRYPTO_CS: starting enabling checks
Jan  6 21:09:15.748: CRYPTO_CS: nvram filesystem 
Jan  6 21:09:15.796: CRYPTO_CS: found existing serial file.
Jan  6 21:09:15.820: CRYPTO_CS: old router cert flag 0x4
Jan  6 21:09:15.820: CRYPTO_CS: new router cert flag 0x44
Jan  6 21:09:18.432: CRYPTO_CS: DB version 1
Jan  6 21:09:18.432: CRYPTO_CS: last issued serial number is 0x1
Jan  6 21:09:18.480: CRYPTO_CS: CRL file sub.crl exists.
Jan  6 21:09:18.480: CRYPTO_CS: Read 213 bytes from crl file sub.crl.
Jan  6 21:09:18.532: CRYPTO_CS: SCEP server started
Jan  6 21:09:18.532: CRYPTO_CS: exit FSM: new state enabled
Jan  6 21:09:18.536: CRYPTO_CS: cs config has been locked
Jan 6 21:09:18.536: CRYPTO_PKI: All enrollment requests completed for trustpoint sub.

証明書サーバがイネーブルにならない、あるいは証明書サーバが設定された要求を処理する際に問題が

発生した場合は、debug crypto pki server コマンドを使用して、登録の進行状況をトラブルシュー

ティングできます。このコマンドは、ルート CA をデバッグする場合にも使用できます（このコマンド

は、ルート CA でオンにしてください）。
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証明書サーバを RA モードで実行するように設定 

RA モードでの証明書サーバの設定に関する制約事項

Cisco IOS 証明書サーバが RA として機能している場合、発行元 CA は Cisco IOS 証明書サーバである

必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. enrollment url url

5. subject-name x.500-name

6. exit

7. crypto pki server cs-label

8. mode ra [transparent]

9. auto-rollover [time-period]

10. grant auto rollover {ca-cert | ra-cert}

11. no shutdown

12. no shutdown

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router (config)# crypto pki trustpoint 
ra-server

RA モード証明書サーバが使用するトラストポイントを宣

言し、CA トラストポイント コンフィギュレーション モー

ドを開始します。

ステップ 4 enrollment url url

例：
Router (ca-trustpoint)# enrollment url 
http://ca-server.company.com

発行元 CA 証明書サーバ（ルート証明書サーバ）の登録 
URL を指定します。
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ステップ 5 subject-name x.500-name

例：
Router (ca-trustpoint)# subject-name cn=ioscs 
RA

（任意）RA が使用する所有者名を指定します。

（注） 発行元 CA 証明書サーバが RA を認識できるよう

に、所有者名に「cn=ioscs RA」または「ou=ioscs 
RA」を含めます（ステップ 7 を参照）。

ステップ 6 exit

例：
Router (ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終

了します。

ステップ 7 crypto pki server cs-label

例：
Router(config)# crypto pki server ra-server

Cisco IOS 証明書サーバをイネーブルにし、CS サーバ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

（注） 証明書サーバには、上記ステップ 3 で作成された

トラストポイントと同じ名前を付ける必要があり

ます。

ステップ 8 mode ra [transparent]

例：
Router(cs-server)# mode ra

PKI サーバを RA 証明書サーバ モードにします。

RA モードの CA サーバが複数のタイプの CA サーバと相

互運用できるようにするには、transparent キーワードを

使用します。transparent キーワードを使用すると、元の 
PKCS#10 登録メッセージは再署名されず、変更せずに転

送されます。この登録メッセージによって、IOS RA 証明

書サーバは Microsoft CA サーバなどの CA サーバと連携

します。

ステップ 9 auto-rollover [time-period]

例：
Router(cs-server)# auto-rollover 90

（任意）自動 CA 証明書ロールオーバー機能をイネーブル

にします。

• time-period：デフォルトは 30 日です。

ステップ 10 grant auto rollover {ca-cert | ra-cert}

例：
Router(cs-server)# grant auto rollover ra-cert

（任意）オペレータが介入せずに、下位の CA および RA 
モード CA の再登録要求を自動的に許可します。

• ca-cert：下位の CA ロールオーバー証明書が自動的に

付与されるように指定します。

• ra-cert：RA モード CA ロールオーバー証明書が自動

的に付与されるように指定します。

これが、初めて下位の証明書サーバをイネーブルにし、登

録するときであれば、証明書要求を手動で許可する必要が

あります。

コマンドまたはアクション 目的
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RA モード証明書サーバに登録作業を委任するためのルート証明書サーバの設定

発行元証明書サーバを実行しているルータで、次のステップを実行します。具体的には、登録作業を 
RA モード証明書サーバに委任するルート証明書サーバを設定します。

（注） RA の登録要求を許可することは、本質的にクライアント デバイスの登録要求を許可するプロセスと同

じですが、RA の登録要求が crypto pki server info-requests コマンドのコマンド出力の「RA 
certificate requests」セクションに表示されるという点が異なります。

手順の概要

1. enable

2. crypto pki server cs-label info requests

3. crypto pki server cs-label grant req-id

4. configure terminal

5. crypto pki server cs-label

6. grant ra-auto

手順の詳細

ステップ 11 no shutdown

例：
Router(cs-server)# no shutdown

証明書サーバをイネーブルにします。

（注） このコマンドが発行されると、RA はルート証明書

サーバに自動的に登録されます。

RA 証明書が正常に受信されたら、no shutdown コ
マンドを再度発行する必要があります。これによ

り、証明書サーバが再イネーブル化されます。

ステップ 12 no shutdown

例：
Router(cs-server)# no shutdown

証明書サーバを再イネーブル化します。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 crypto pki server cs-label info requests

例：
Router# crypto pki server root-server info 
requests

未処理の RA 証明書要求を表示します。

（注） このコマンドは、発行元証明書サーバを実行して

いるルータ上で発行されます。
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次の作業

証明書サーバを設定したら、デフォルト値を使用するか、証明書サーバの機能用の CLI を使用して値

を指定できます。デフォルト値以外の値を指定する場合は、「証明書サーバ機能の設定」を参照してく

ださい。

証明書サーバ機能の設定

証明書サーバをイネーブルにし、証明書サーバ コンフィギュレーション モードになったら、次の作業

のいずれかのステップを使用して、基本証明書サーバ機能の値（デフォルト値以外）を設定します。

証明書サーバのデフォルト値および推奨値

証明書サーバのデフォルト値は、比較的小規模のネットワーク（10 台程度のデバイス）に対処するこ

とを意図しています。たとえば、データベース設定値が 小に設定されている場合（database level 
minimal コマンドによって）、証明書サーバは SCEP を使用してすべての CRL 要求を処理します。大

規模なネットワークでは、考えられる監査および失効目的のためにデータベース設定「names」または

「complete」（database level コマンドで示されるように）を使用することを推奨します。さらに大規模

なネットワークでは、CRL 確認ポリシーに応じて、外部 CDP を使用する必要があります。

証明書サーバ ファイルの保管および公開場所

ファイル タイプをさまざまな保管場所に保管し、さまざまな公開場所で公開できる柔軟性が備わって

います。

手順の概要

ステップ 3 crypto pki server cs-label grant req-id

例：
Router# crypto pki server root-server grant 9

保留の RA 証明書要求を許可します。

（注） 発行元証明書サーバが RA に登録要求の検証作業を

委任するので、RA 証明書要求を許可する前に、

RA 証明書要求に十分注意を払ってください。

ステップ 4 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 5 crypto pki server cs-label

例：
Router (config)# crypto pki server root-server

Cisco IOS 証明書サーバをイネーブルにし、CS サーバ コ
ンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 6 grant ra-auto

例：
Router(cs-server)# grant ra-auto 

（任意）RA からのすべての登録要求が自動的に許可される

ように指定します。

（注） grant ra-auto コマンドを機能させるには、RA 証
明書の所有者名に「cn=ioscs RA」または

「ou=ioscs RA」を含める必要があります（上記の

ステップ 2 を参照）。

コマンドまたはアクション 目的
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1. database url root-url

2. database url {cnm | crl | crt | p12 | pem | ser} root-url

3. database url {cnm | crl | crt} publish root-url

4. database level {minimal | names | complete}

5. database username username [password [encr-type] password]

6. database archive {pkcs12 | pem} [password [encr-type] password]

7. issuer-name DN-string

8. lifetime {ca-certificate | certificate} time

9. lifetime crl time

10. lifetime enrollment-request time

11. cdp-url url

12. no shutdown

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 database url root-url

例：
Router (cs-server)# database url 
tftp://cert-svr-db.company.com

証明書サーバのデータベース エントリが書き出されるプラ

イマリ ロケーションを指定します。

このコマンドが指定されていない場合、すべてのデータベー

ス エントリは NVRAM に書き込まれます。

ステップ 2 database url {cnm | crl | crt | p12 | pem | 
ser} root-url

例：
Router (cs-server)# database url ser nvram:

証明書サーバの重要なファイルの保管場所をファイル タイ

プ別に指定します。

（注） このコマンドが指定されていないと、すべての重要

ファイルは、（指定されている場合）プライマリ ロ
ケーションに保管されます。プライマリ ロケーショ

ンが指定されてない場合は、すべての重要ファイル

が NVRAM に保管されます。

ステップ 3 database url {cnm | crl | crt} publish 
root-url

例：
Router (cs-server)# database url crl publish 
tftp://csdb_specific_crl_files.company.com

証明書サーバの公開場所をファイル タイプ別に指定します。

（注） このコマンドが指定されていないと、すべての公開

ファイルは、（指定されている場合）プライマリ ロ
ケーションに保管されます。プライマリ ロケーショ

ンが指定されてない場合は、すべての公開ファイル

が NVRAM に保管されます。
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ステップ 4 database level {minimal | names | complete}

例：
Router (cs-server)# database level complete

証明書登録データベースに保管されるデータのタイプを制御

します。

• minimal：新しい証明書を、継続して問題なく発行でき

る程度の情報が保管されます。これがデフォルト値で

す。

• names：minimal レベルで提供される情報以外に、各証

明書のシリアル番号および所有者名を保存します。

• complete：minimal レベルおよび names レベルで提供

される情報以外に、発行済みの各証明書がデータベース

に書き込まれます。

（注） complete キーワードを指定すると大量の情報が生成

されます。このキーワードを発行する場合、

database url コマンドを使用して、データを保管す

る外部 TFTP サーバも指定する必要があります。

ステップ 5 database username username [password 
[encr-type] password]

例：
Router (cs-server)# database username user 
password PASSWORD

（任意）プライマリ証明書登録データベースの保管場所にア

クセスする必要がある場合、ユーザ名とパスワードを設定し

ます。

ステップ 6 database archive {pkcs12 | pem} [password 
[encr-type] password]

例：
Router (cs-server)# database archive pem

（任意）ファイルを暗号化するための CA キーと CA 証明書

のアーカイブ形式およびパスワードを設定します。

デフォルト値は pkcs12 です。したがって、このサブコマン

ドが設定されていなくても、自動アーカイブが引き続き実行

され、PKCS12 形式が使用されます。

• パスワードの設定は任意です。パスワードが設定されて

いない場合、サーバを初めて起動したときに、パスワー

ドの入力を求めるプロンプトが表示されます。

（注） アーカイブが完了したら、設定からパスワードを削

除することを推奨します。

ステップ 7 issuer-name DN-string 

例：
Router (cs-server)# issuer-name my-server

（任意）指定した識別名（DN-string）に CA 発行者名を設定

します。デフォルト値は issuer-name cn={cs-label} です。

ステップ 8 lifetime {ca-certificate | certificate} time

例：
Router (cs-server)# lifetime certificate 888

（任意）CA 証明書または証明書のライフタイム（日数）を

指定します。

有効な値の範囲は、1 ～ 1825 日です。CA 証明書のデフォ

ルトのライフタイムは 3 年、証明書のデフォルトのライフタ

イムは 1 年です。証明書の 大ライフタイムは、CA 証明書

のライフタイムより 1 か月短い日数です。

ステップ 9 lifetime crl time

例：
Router (cs-server)# lifetime crl 333

（任意）証明書サーバが使用する CRL のライフタイム（時間

単位）を定義します。

大ライフタイム値は 336 時間（2 週間）です。デフォルト

値は 168 時間（1 週間）です。

コマンドまたはアクション 目的
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例

次の例では、PKI クライアントが SCEP GetCRL 要求をサポートしない CDP の場所を設定する方法を

示します。

Router(config)# crypto pki server aaa
Router(cs-server)# database level minimum
Router(cs-server)# database url tftp://10.1.1.1/username1/
Router(cs-server)# issuer-name CN=aaa
Router(cs-server)# cdp-url http://server.company.com/certEnroll/aaa.crl

証明書サーバがルータ上でイネーブルになってから、show crypto pki server コマンドを実行すると、

次の出力が表示されます。

Router# show crypto pki server 

Certificate Server status:enabled, configured
    Granting mode is:manual
    Last certificate issued serial number:0x1
    CA certificate expiration timer:19:31:15 PST Nov 17 2006
    CRL NextUpdate timer:19:31:15 PST Nov 25 2003
    Current storage dir:nvram:
    Database Level:Minimum - no cert data written to storage

ステップ 10 lifetime enrollment-request time

例：
Router (cs-server)# lifetime 
enrollment-request 888

（任意）登録要求が削除されるまで、登録データベースに保

管される期間を指定します。

大ライフタイムは 1000 時間です。

ステップ 11 cdp-url url

例：
Router (cs-server)# cdp-url 
http://my-cdp.company.com

（任意）証明書サーバが発行した証明書で使用される CDP の
場所を定義します。

• URL は、HTTP URL を使用する必要があります。

Cisco IOS ソフトウェアを実行せず、また SCEP GetCRL 要
求をサポートしない PKI クライアントの場合は、次の URL 
形式を使用します。

http://server.company.com/certEnroll/filename.crl

また、Cisco IOS 証明書サーバが CDP としても設定されて

いる場合は、次の URL 形式を使用します。

http://cs-addr/cgi-bin/pkiclient.exe?operation=GetCRL

この cs-addr は証明書サーバの場所です。

指定された場所内に埋め込まれた疑問符を保持するようパー

サーに強制するには、疑問符の前に Ctrl+V キーを入力しま

す。この処理を実行しないと、HTTP による CRL 取得でエ

ラー メッセージが返されます。

（注） このコマンドは任意ですが、すべての展開シナリオ

で使用することをぜひ推奨します。

ステップ 12 no shutdown

例：
Router (cs-server)# no shutdown

証明書サーバをイネーブルにします。

このコマンドは、証明書サーバの設定が完了した後で発行す

る必要があります。

コマンドまたはアクション 目的
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自動 CA 証明書ロールオーバーでの作業

• 「自動 CA 証明書ロールオーバーをただちに開始する」（P.29）

• 「証明書サーバ クライアントのロールオーバー証明書の要求」（P.29）

• 「CA ロールオーバー証明書のエクスポート」（P.30）

自動 CA 証明書ロールオーバーをただちに開始する

ルート CA サーバ上で自動 CA 証明書ロールオーバー プロセスをただちに開始するには、次の作業を

実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki server cs-label [rollover [cancel]]

手順の詳細

証明書サーバ クライアントのロールオーバー証明書の要求

証明書サーバ クライアントのロールオーバー証明書を要求するには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki server cs-label [rollover request pkcs10 terminal]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki server cs-label [rollover [cancel]]

例：
Router(config)# crypto pki server mycs 
rollover 

シャドウ CA 証明書を生成して、CA 証明書ロールオー

バー プロセスをただちに開始します。

CA 証明書ロールオーバー証明書およびキーを削除するに

は、cancel キーワードを使用します。
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手順の詳細

例

次は、サーバに入力されるロールオーバー証明書要求の例です。

Router# crypto pki server mycs rollover request pkcs10 terminal 

% Enter Base64 encoded or PEM formatted PKCS10 enrollment request.

% End with a blank line or "quit" on a line by itself.

-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST-----

MIIBUTCBuwIBADASMRAwDgYDVQQDEwdOZXdSb290MIGfMA0GCSqGSIb3DQEBAQUA
A4GNADCBiQKBgQDMHeev1ERSs320zbLQQk+3lhV/R2HpYQ/iM6uT1jkJf5iy0UPR
wF/X16yUNmG+ObiGiW9fsASF0nxZw+fO7d2X2yh1PakfvF2wbP27C/sgJNOw9uPf
sBxEc40Xe0d5FMh0YKOSAShfZYKOflnyQR2Drmm2x/33QGol5QyRvjkeWQIDAQAB
oAAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADgYEALM90r4d79X6vxhD0qjuYJXfBCOvv4FNyFsjr
aBS/y6CnNVYySF8UBUohXYIGTWf4I4+sj6i8gYfoFUW1/L82djS18TLrUr6wpCOs
RqfAfps7HW1e4cizOfjAUU+C7lNcobCAhwF1o6q2nIEjpQ/2yfK9O7sb3SCJZBfe
eW3tyCo=

-----END CERTIFICATE REQUEST-----

CA ロールオーバー証明書のエクスポート

CA ロールオーバー証明書をエクスポートするには、次の作業を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki export trustpoint pem {terminal | url url} [rollover]

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki server cs-label [rollover request 
pkcs10 terminal]

例：
Router(config)# crypto pki server mycs 
rollover request pkcs10 terminal

サーバからクライアント ロールオーバー証明書を要求しま

す。
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手順の詳細

証明書サーバ、証明書、CA の保守、検証、およびトラブルシューティング 

• 「登録要求データベースの管理」（P.31）

• 「登録要求データベースからの登録要求の削除例」（P.38）

• 「証明書サーバの削除」（P.33）

• 「証明書サーバと CA ステータスの検証およびトラブルシューティング」（P.34）

• 「CA 証明書情報の検証」（P.35）

登録要求データベースの管理

SCEP は、2 つのクライアント認証メカニズム（手動による登録と事前共有キーを使用する登録）をサ

ポートします。手動による登録では、管理者は、CA サーバで具体的に登録要求を認可する必要があり

ます。事前共有キーを使用する登録では、管理者は、One-Time Password（OTP; ワンタイム パスワー

ド）を生成することにより、登録要求を事前に許可できます。

次の作業のうち、いずれかのステップを使用して、SCEP で使用される登録処理パラメータの指定、お

よび実行時動作または証明書サーバの制御などの機能を実行すると、登録要求データベースが管理しや

すくなります。

手順の概要

1. enable

2. crypto pki server cs-label grant {all | req-id}

3. crypto pki server cs-label reject {all | req-id}

4. crypto pki server cs-label password generate [minutes]

5. crypto pki server cs-label revoke certificate-serial-number

6. crypto pki server cs-label request pkcs10 {url | terminal} [base64 | pem]

7. crypto pki server cs-label info crl

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki export trustpoint pem {terminal | 
url url} [rollover]

例：
Router(config)# crypto pki export mycs pem 
terminal rollover

CA シャドウ証明書をエクスポートします。
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8. crypto pki server cs-label info requests

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 crypto pki server cs-label grant {all | 
req-id}

例：
Router# crypto pki server mycs grant all 

すべての SCEP 要求または特定の SCEP 要求を許可します。

ステップ 3 crypto pki server cs-label reject {all | 
req-id}

Router# crypto pki server mycs reject all 

すべての SCEP 要求または特定の SCEP 要求を拒否します。

ステップ 4 crypto pki server cs-label password generate 
[minutes]

例：
Router# crypto pki server mycs password 
generate 75 

SCEP 要求に対して OTP を生成します。

• minutes：パスワードの有効時間（分）。有効な値の範

囲は、1 ～ 1440 分です。デフォルト値は 60 分です。

（注） 有効になる OTP は、一度に 1 つだけです。別の 
OTP が生成されると、1 番目の OTP は無効になり

ます。

ステップ 5 crypto pki server cs-label revoke 
certificate-serial-number

例：
Router# crypto pki server mycs revoke 3 

証明書を証明書のシリアル番号に基づいて無効にします。

• certificate-serial-number：次のオプションのいずれか

を指定します。

– 0x で始まるストリング。これは 16 進値として処

理されます

– 0 と no x で始まるストリング。これは 8 進値とし

て処理されます 

– その他すべてのストリング。これらは 10 進値とし

て処理されます 

ステップ 6 crypto pki server cs-label request pkcs10 {url 
| terminal} [base64 | pem]

例：
Router# crypto pki server mycs request pkcs10 
terminal pem 

Base 64 符号化形式または PEM 形式の PKCS10 証明書登

録要求を要求データベースに手動で追加します。

証明書が付与されると、証明書は Base 64 符号化を使用し

てコンソール端末に表示されます。

• pem：要求に PEM ヘッダーが使用されたかどうかに

かかわらず、証明書を付与された後、PEM ヘッダーを

自動的に追加した証明書を返すように指定します。

• base64：要求に PEM ヘッダーが使用されたかどうか

にかかわらず、証明書を PEM ヘッダーなしで返すよ

うに指定します。
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登録要求データベースからの要求の削除

証明書サーバは、登録要求を受け取ると、要求を保留状態のままにする、拒否するか、あるいは許可で

きます。要求は、クライアントが要求の結果を求めて証明書サーバをポーリングするまで、登録要求

データベースに 1 週間保存されます。クライアントが終了し、証明書サーバを絶対にポーリングしない

場合は、個々の要求またはすべての要求をデータベースから削除できます。

次の作業を実行して、データベースから要求を削除し、キーおよびトランザクション ID に関してサー

バをクリーンな状態に戻せます。また、この作業を実行して、適切に動作しない SCEP クライアント

のトラブルシューティングができます。

手順の概要

1. enable

2. crypto pki server cs-label remove {all | req-id}

手順の詳細

証明書サーバの削除

証明書サーバを PKI 設定に残したくない場合、証明書サーバを PKI 設定から削除できます。通常、下

位の証明書サーバまたは RA は削除されます。ただし、保存された RSA キーを使用してルート証明書

サーバを別のデバイスに移動した場合は、ルート証明書サーバを削除できます。

PKI 設定から証明書サーバを削除するには、次の作業を実行します。

（注） 証明書サーバを削除すると、関連付けられているトラストポイントおよびキーも削除されます。

ステップ 7 crypto pki server cs-label info crl

例：
Router# crypto pki server mycs info crl

現在の CRL のステータスに関する情報を表示します。

ステップ 8 crypto pki server cs-label info requests

例：
Router# crypto pki server mycs info requests

未処理の証明書登録要求をすべて表示します。

コマンドまたはアクション 目的

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 crypto pki server cs-label remove {all | 
req-id}

例：
Router# crypto pki server mycs remove 15

登録要求を登録要求データベースから削除します。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. no crypto pki server cs-label

手順の詳細

証明書サーバと CA ステータスの検証およびトラブルシューティング

証明書サーバまたは CA のステータスを検証するには、次の手順のいずれかを使用します。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto pki server

3. dir filesystem:

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 no crypto pki server cs-label

例：
Router (config)# no crypto pki server mycs

証明書サーバおよび関連付けられたトラストポイントと

キーを削除します。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto pki server

例：
Router# debug crypto pki server

暗号 PKI 証明書サーバのデバッグをイネーブルにします。

• 証明書サーバが応答しない場合、あるいは証明書サー

バが設定された要求を処理する際に問題が発生した場

合は、このコマンドを使用して登録の進行状況のモニ

タリングおよびトラブルシューティングができます。
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CA 証明書情報の検証

CA 証明書に関連する情報（証明書サーバ ロールオーバー プロセス、ロールオーバー証明書、および

タイマーなど）を入手するには、次のコマンドのいずれかを使用します。

（注） これらのコマンドは、シャドウ証明書情報に対して排他的ではありません。シャドウ証明書が存在しな

い場合、次のコマンドを実行すると、アクティブな証明書情報だけが表示されます。

手順の概要

1. crypto pki certificate chain name

2. crypto pki server cs-label info requests

3. show crypto pki certificates 

4. show crypto pki server 

5. show crypto pki trustpoints

手順の詳細

ステップ 1 crypto pki certificate chain コマンドを使用して、証明書チェーンの詳細情報を表示し、現在のアク

ティブな証明書と証明書チェーンのロールオーバー証明書とを区別できます。次の例では、アクティブ

な CA 証明書を持つ証明書チェーンおよびシャドウ証明書、またはロールオーバー証明書を示します。

Router(config)# crypto pki certificate chain mica

certificate 06
certificate ca 01
! This is the peer’s shadow PKI certificate.
certificate rollover 0B 
! This is the CA shadow PKI certificate
certificate rollover ca 0A

ステップ 2 crypto pki server info requests コマンドを実行すると、すべての未処理の証明書登録要求が表示され

ます。次の例では、シャドウ PKI 証明書情報要求の出力を示します。

Router# crypto pki server myca info requests

Enrollment Request Database:
RA certificate requests:

  ReqID  State      Fingerprint                      SubjectName
--------------------------------------------------------------

RA rollover certificate requests:

ステップ 3 dir filesystem:

例：
Router# dir slot0:

ファイル システムのファイル リストを表示します。

• ローカル ファイル システムをポイントするために 
database url コマンドを入力した場合は、このコマン

ドを使用して、証明書サーバ自動アーカイブ ファイル

を検証できます。少なくともデータベース内の

「cs-label.ser」および「cs-label.crl」ファイルを参照

できる必要があります。

コマンドまたはアクション 目的
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  ReqID  State      Fingerprint                      SubjectName
  --------------------------------------------------------------

Router certificates requests:

  ReqID  State      Fingerprint                      SubjectName
--------------------------------------------------------------
1      pending    A426AF07FE3A4BB69062E0E47198E5BF hostname=client

  Router rollover certificates requests:

  ReqID  State      Fingerprint                      SubjectName
  --------------------------------------------------------------
  2      pending    B69062E0E47198E5BFA426AF07FE3A4B hostname=client

ステップ 3 show crypto pki certificates コマンドを実行すると、証明書、認証局証明書、シャドウ証明書、および

任意の登録局証明書に関する情報が表示されます。次の例では、ルータの証明書および CA の証明書を

表示します。利用可能なシャドウ証明書はありません。単一の汎用目的 RSA キー ペアが以前に生成さ

れていましたが、このキー ペアについては、証明書が要求されているものの、受信されていません。

ルータの証明書のステータスが「Pending」と表示されていることに注意してください。ルータが CA 
から証明書を受け取ると、show 出力の Status フィールドは 「Available」に変わります。

Router# show crypto pki certificates

Certificate
  Subject Name
    Name: myrouter.example.com

IP Address: 192.0.2.1
Serial Number: 04806682

Status: Pending
Key Usage: General Purpose

Fingerprint: 428125BD A3419600 3F6C7831 6CD8FA95 00000000
CA Certificate
  Status: Available
  Certificate Serial Number: 3051DF7123BEE31B8341DFE4B3A338E5F
  Key Usage: Not Set

ステップ 4 show crypto pki server コマンドを実行すると、証明書サーバの現在の状態および設定が表示されま

す。次の例では、証明書サーバ「routercs」にロールオーバーが設定されていることを示します。CA 
自動ロールオーバー時間が発生し、ロールオーバーまたはシャドウ証明書、PKI 証明書が利用可能で

す。ステータスには、ロールオーバー証明書フィンガープリントおよびロールオーバー CA 証明書の失

効タイマー情報が示されています。

Router# show crypto pki server 

Certificate Server routercs:
Status: enabled, configured
Issuer name: CN=walnutcs
CA cert fingerprint: 800F5944 74337E5B C2DF6C52 9A7B1BDB 
Granting mode is: auto
Last certificate issued serial number: 0x7
CA certificate expiration timer: 22:10:29 GMT Jan 29 2007
CRL NextUpdate timer: 21:50:56 GMT Mar 5 2004
Current storage dir: nvram:
Database Level: Minimum - no cert data written to storage

Rollover status: available for rollover
    Rollover CA cert fingerprint: 6AAF5944 74227A5B 23DF3E52 9A7F1FEF
    Rollover CA certificate expiration timer: 22:10:29 GMT Jan 29 2017
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ステップ 5 show crypto pki trustpoints コマンドを実行すると、ルータに設定されているトラストポイントが表示

されます。次の出力は、シャドウ CA 証明書が使用可能であることを示し、 後の登録操作中に報告さ

れた SCEP 機能を示します。

Router# show crypto pki trustpoints

Trustpoint vpn:
Subject Name: 
cn=Cisco SSL CA
o=Cisco Systems
Serial Number: 0FFEBBDC1B6F6D9D0EA7875875E4C695
Certificate configured.
Rollover certificate configured.
Enrollment Protocol:
SCEPv1, PKI Rollover

証明書サーバを使用するための設定例
• 「特定の保管場所および公開場所の設定例」（P.37）

• 「登録要求データベースからの登録要求の削除例」（P.38）

• 「証明書サーバのルートキーの自動アーカイブ例」（P.39）

• 「証明書サーバ バックアップ ファイルからの証明書サーバの復元例」（P.41）

• 「下位証明書サーバの例」（P.44）

• 「RA モード証明書サーバの例」（P.45）

• 「CA 証明書ロールオーバーをすぐに開始するためのイネーブル化例」（P.48）

特定の保管場所および公開場所の設定例

次の例では、証明書サーバが迅速に証明書要求に応答できるように、 低限のローカル ファイル シス

テムの設定を示します。.ser および .crl ファイルは、素早くアクセスできるようにローカルの Cisco 
IOS ファイル システムの上に保管され、長時間のロギングでは、.crt ファイルのすべてのコピーがリ

モートの場所に公開されます。

crypto pki server myserver
!Pick your database level.
database level minimum
!Specify a location for the .crt files that is different than the default local 
!Cisco IOS file system.
database url crt publish http://url username user1 password secret

（注） .crl ファイルが非常に大きくなる場合に備えて、ローカル ファイル システムの空き容量をモニタリン

グする必要があります。

次の例では、重要ファイルのプライマリ保管場所、重要ファイルのシリアル番号ファイル固有の保管場

所、メイン証明書サーバのデータベース ファイル、および CRL ファイルのパスワード保護されたファ

イル公開場所の設定を示します。

Router(config)# crypto pki server mycs
Router(cs-server)# database url ftp://cs-db.company.com 
!
% Server database url was changed. You need to move the 
% existing database to the new location.
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!
Router(cs-server)# database url ser nvram:
Router(cs-server)# database url crl publish ftp://crl.company.com username myname password 
mypassword 
Router(cs-server)# end 

次の出力は、指定されたプライマリ保管場所および指定された重要ファイルの保管場所を示します。

Router# show

Sep  3 20:19:34.216: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by user on console

Router# show crypto pki server 

Certificate Server mycs:
     Status: disabled
     Server's configuration is unlocked  (enter "no shut" to lock it)
     Issuer name: CN=mycs
     CA cert fingerprint: -Not found-
     Granting mode is: manual
     Last certificate issued serial number: 0x0
     CA certificate expiration timer: 00:00:00 GMT Jan 1 1970
     CRL not present.
     Current primary storage dir: ftp://cs-db.company.com
     Current storage dir for .ser files: nvram:
     Database Level: Minimum - no cert data written to storage The following output 
displays all storage and publication locations. The serial number file (.ser) is stored in 
NVRAM. The CRL file will be published to ftp://crl.company.com with a username and 
password. All other critical files will be stored to the primary location, 
ftp://cs-db.company.com.

Router# show running-config 

section crypto pki server 
crypto pki server mycs shutdown database url ftp://cs-db.company.com 
database url crl publish ftp://crl.company.com username myname password 7 

12141C0713181F13253920 
database url ser nvram:

Router#

登録要求データベースからの登録要求の削除例

次の例では、現在登録要求データベース内にある両方の登録要求と、これらの登録要求のうち 1 つが

データベースから削除された結果を示します。

現在登録要求データベース内にある登録要求

次の例では、現在登録要求データベース内にある登録要求を表示するために、crypto pki server info 
requests コマンドが使用されたことを示します。

Router# crypto pki server myserver info requests

Enrollment Request Database:

RA certificate requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
------------------------------------------------------------------------

Router certificates requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
------------------------------------------------------------------------
2 pending 1B07F3021DAAB0F19F35DA25D01D8567 hostname=host1.company.com
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1 denied 5322459D2DC70B3F8EF3D03A795CF636 hostname=host2.company.com

crypto pki server remove コマンドを使用して 1 つの登録要求を削除する

次の例では、crypto pki server remove コマンドを使用して、登録要求 1 が削除されたことを示しま

す。

Router# crypto pki server myserver remove 1

登録要求を 1 つ削除した後の登録要求データベース

次の例では、登録要求データベースから登録要求 1 を削除した結果を示します。

Router# crypto pki server mycs info requests

Enrollment Request Database:

RA certificate requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
-----------------------------------------------------------------

Router certificates requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
-----------------------------------------------------------------
2 pending 1B07F3021DAAB0F19F35DA25D01D8567 hostname=host1.company.com

証明書サーバのルートキーの自動アーカイブ例

次の出力設定および例では、database archive コマンドを設定していない（つまりデフォルト値を使

用して設定した）場合、パスワードを設定せずに database archive コマンドを設定して CA 証明書お

よび CA キー アーカイブ形式を PEM にする場合、およびパスワードを設定して database archive コ
マンドを設定し、CA 証明書および CA キー アーカイブ形式を PKCS12 にする場合の表示内容を示し

ます。 後の例は、PEM 形式のアーカイブ ファイルのサンプル内容です。

database archive コマンド未設定

（注） デフォルトは PKCS12 です。no shutdown コマンドを発行すると、パスワードの入力を求めるプロン

プトが表示されます。

Router (config)# crypto pki server myserver
Router (cs-server)# no shutdown

% Generating 1024 bit RSA keys ...[OK]
% Ready to generate the CA certificate.
%Some server settings cannot be changed after CA certificate generation.

Are you sure you want to do this? [yes/no]: y
% Exporting Certificate Server signing certificate and keys...
! Note the next two lines, which are asking for a password.
% Please enter a passphrase to protect the private key.
Password:
% Certificate Server enabled.
Router (cs-server)# end

Router# dir nvram:

Directory of nvram:/

  125  -rw- 1693 <no date>  startup-config
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  126  ---- 5 <no date>  private-config
    1  -rw- 32 <no date>  myserver.ser
    2  -rw- 214 <no date>  myserver.crl
! Note the next line, which indicates PKCS12 format.
    3  -rw- 1499 <no date>  myserver.p12

database archive コマンドおよび pem キーワードを設定

（注） no shutdown コマンドを発行すると、パスワードの入力を求めるプロンプトが表示されます。

Router (config)# crypto pki server myserver
Router (cs-server)# database archive pem
Router (cs-server)# no shutdown

% Generating 1024 bit RSA keys ...[OK]
% Ready to generate the CA certificate.
%Some server settings cannot be changed after CA certificate generation.

Are you sure you want to do this? [yes/no]: y
% Exporting Certificate Server signing certificate and keys...
!Note the next two lines, which are asking for a password.
% Please enter a passphrase to protect the private key.
Password: 
% Certificate Server enabled.
Router (cs-server)# end

Router# dir nvram

Directory of nvram:/

  125  -rw- 1693 <no date>  startup-config
  126  ---- 5 <no date>  private-config
    1  -rw- 32 <no date>  myserver.ser
    2  -rw- 214 <no date>  myserver.crl
! Note the next line showing that the format is PEM.
    3  -rw- 1705 <no date>  myserver.pem

database archive コマンドおよび pkcs12 キーワード（およびパスワード）を設定

（注） パスワードは、入力されると暗号化されます。ただし、アーカイブが完了したら、設定からパスワード

を削除することを推奨します。

Router (config)# crypto pki server myserver
Router (cs-server)# database archive pkcs12 password cisco123
Router (cs-server)# no shutdown 

% Generating 1024 bit RSA keys ...[OK]
% Ready to generate the CA certificate.
% Some server settings cannot be changed after CA certificate generation.

Are you sure you want to do this? [yes/no]: y
% Exporting Certificate Server signing certificate and keys...
! Note that you are not being prompted for a password.
% Certificate Server enabled.
Router (cs-server)# end
Router# dir nvram:
Directory of nvram:/

125 -rw- 1693 <no date> startup-config
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126 ---- 5 <no date> private-config
1 -rw- 32 <no date> myserver.ser
2 -rw- 214 <no date> myserver.crl

! Note that the next line indicates that the format is PKCS12.
3 -rw- 1499 <no date> myserver.p12

PEM 形式でのアーカイブ

次のサンプル出力は、自動アーカイブが PEM ファイル形式で設定されたことを示します。アーカイブ

は、CA 証明書と CA 秘密キーから成ります。バックアップを使用して証明書サーバを復元するには、

PEM 形式の CA 証明書と CA キーを別々にインポートする必要があります。

（注） CA 証明書および CA キー アーカイブ ファイル以外にも、シリアル番号ファイル（.ser）および CRL 
ファイル（.crl）を定期的にバックアップする必要があります。証明書サーバを復元する必要がある場

合、CA 運用においてシリアル ファイルおよび CRL ファイルは重要です。

Router# more nvram:mycs.pem

-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB9zCCAWCgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADAPMQ0wCwYDVQQDEwRteWNz
MB4XDTA0MDgyNzAyMzI0NloXDTA3MDgyNzAyMzI0NlowDzENMAsGA1UEAxMEbXlj
czCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEA1lZpKP4nGDJHgPkpYSkix7lD
nr23aMlZ9Kz5oo/qTBxeZ8mujpjYcZ0T8AZvoOiCuDnYMl796ZwpkMgjz1aZZbL+
BtuVvllsEOfhC+u/Ol/vxfGG5xpshoz/F5J3xdg5ZZuWWuIDAUYu9+QbI5feuG04
Z/BiPIb4AmGTP4B2MM0CAwEAAaNjMGEwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8B
Af8EBAMCAYYwHwYDVR0jBBgwFoAUKi/cuK6wkz+ZswVtb06vUJboEeEwHQYDVR0O
BBYEFCov3LiusJM/mbMFbW9Or1CW6BHhMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAKLOmoE2
4+NeOKEXMCXG1jcohK7O2HrkFfl/vpK0+q92PTnMUFhxLOqI8pWIq5CCgC7heace
OrTv2zcUAoH4rzx3Rc2USIxkDokWWQMLujsMm/SLIeHit0G5uj//GCcbgK20MAW6
ymf7+TmblSFljWzstoUXC2hLnsJIMq/KffaD
-----END CERTIFICATE-----
 
!The private key is protected by the password that is
configured in “database archive pem password pwd” or that
is entered when you are prompted for the password.
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
Proc-Type: 4,ENCRYPTED
DEK-Info: DES-EDE3-CBC,106CE91FFD0A075E
 
zyiFC8rKv8Cs+IKsQG2QpsVpvDBHqZqBSM4D528bvZv7jzr6WuHj8E6zO+6G8R/A
zjsfTALo+e+ZDg7KMzbryHARvjskbqFdOMLlVIYBhCeSElKsskWB6chOuyPHJInW
JwC5YzZdZwOqcyLBP/xOYXcvjzzNfPAXZzN12VR8vWDNq/kHT+3Lplc8hY++ABMI
M+C9FB3dpNZzu5O1BZCJg46bqbkulaCCmScIDaVt0zDFZwWTSufiemmNxZBG4xS8
t5t+FEhmSfv8DAmwg4f/KVRFTm10phUArcLxQO38Al0W5YHHORdACnuzVUvHgco7
VT4XUTjO7qMhmJgFNWy1pu49fbdS2NnOn5IoiyAq5lk1KUPrz/WABWiCvLMylGnZ
kyMCWoaMtgS/vdx74BBCj09yRZJnLMlIi6SDofjCNTDHfmFEVg4LsSWCd4lP9OP8
0MqhP1D5VIx6PbMNwkWW12lpBbCCdesFRGHjZD2dOu96kHD7ItErx34CC8W04aG4
b7DLktUu6WNV6M8g3CAqJiC0V8ATlp+kvdHZVkXovgND5IU0OJpsj0HhGzKAGpOY
KTGTUekUboISjVVkI6efp1vO6temVL3Txg3KGhzWMJGrq1snghE0KnV8tkddv/9N
d/t1l+we9mrccTq50WNDnkEi/cwHI/0PKXg+NDNH3k3QGpAprsqGQmMPdqc5ut0P
86i4cF9078QwWg4Tpay3uqNH1Zz6UN0tcarVVNmDupFESUxYw10qJrrEYVRadu74
rKAU4Ey4xkAftB2kuqvr21Av/L+jne4kkGIoZYdB+p/M98pQRgkYyg==
-----END RSA PRIVATE KEY-----

証明書サーバ バックアップ ファイルからの証明書サーバの復元例

次の例は、PKCS12 アーカイブから復元され、データベース URL が NVRAM（デフォルト）であるこ

とを示します。
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Router# copy tftp://192.0.2.71/backup.ser nvram:mycs.ser
Destination filename [mycs.ser]? 
 
32 bytes copied in 1.320 secs (24 bytes/sec)
Router# copy tftp://192.0.2.71/backup.crl nvram:mycs.crl
Destination filename [mycs.crl]? 
 
214 bytes copied in 1.324 secs (162 bytes/sec)
Router# configure terminal
Router (config)# crypto pki import mycs pkcs12 tftp://192.0.2.71/backup.p12 cisco123
Source filename [backup.p12]? 
CRYPTO_PKI: Imported PKCS12 file successfully.
Router (config)# crypto pki server mycs
! fill in any certificate server configuration here
Router (cs-server)# no shutdown
% Certificate Server enabled.
Router (cs-server)# end
Router# show crypto pki server 

Certificate Server mycs:
    Status: enabled
    Server's current state: enabled
    Issuer name: CN=mycs
    CA cert fingerprint: 34885330 B13EAD45 196DA461 B43E813F 
    Granting mode is: manual
    Last certificate issued serial number: 0x1
    CA certificate expiration timer: 01:49:13 GMT Aug 28 2007
    CRL NextUpdate timer: 01:49:16 GMT Sep 4 2004
    Current storage dir: nvram:
    Database Level: Minimum - no cert data written to storage

次の例は、PEM アーカイブから復元され、データベース URL が flash であることを示します。

Router# copy tftp://192.0.2.71/backup.ser flash:mycs.ser
Destination filename [mycs.ser]?
32 bytes copied in 1.320 secs (24 bytes/sec)
Router# copy tftp://192.0.2.71/backup.crl flash:mycs.crl
Destination filename [mycs.crl]?
214 bytes copied in 1.324 secs (162 bytes/sec)
Router# configure terminal
! Because CA cert has Digital Signature usage, you need to import using the "usage-keys" 
keyword
Router (config)# crypto ca import mycs pem usage-keys terminal cisco123
% Enter PEM-formatted CA certificate.
% End with a blank line or "quit" on a line by itself.
! Paste the CA cert from .pem archive.
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB9zCCAWCgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADAPMQ0wCwYDVQQDEwRteWNz
MB4XDTA0MDkwMjIxMDI1NloXDTA3MDkwMjIxMDI1NlowDzENMAsGA1UEAxMEbXlj
czCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAuGnnDXJbpDDQwCuKGs5Zg2rc
K7ZJauSUotTmWYQvNx+ZmWrUs5/j9Ee5FV2YonirGBQ9mc6u163kNlrIPFck062L
GpahBhNmKDgod1o2PHTnRlZpEZNDIqU2D3hACgByxPjrY4vUnccV36ewLnQnYpp8
szEu7PYTJr5dU5ltAekCAwEAAaNjMGEwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8B
Af8EBAMCAYYwHwYDVR0jBBgwFoAUaEEQwYKCQ1dm9+wLYBKRTlzxaDIwHQYDVR0O
BBYEFGhBEMGCgkNXZvfsC2ASkU5c8WgyMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAHyhiv2C
mH+vswkBjRA1Fzzk8ttu9s5kwqG0dXp25QRUWsGlr9nsKPNdVKt3P7p0A/KochHe
eNiygiv+hDQ3FVnzsNv983le6O5jvAPxc17RO1BbfNhqvEWMsXdnjHOcUy7XerCo
+bdPcUf/eCiZueH/BEy/SZhD7yovzn2cdzBN
-----END CERTIFICATE-----

% Enter PEM-formatted encrypted private SIGNATURE key.
% End with "quit" on a line by itself.
! Paste the CA private key from .pem archive.
-----BEGIN RSA PRIVATE KEY-----
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Proc-Type: 4,ENCRYPTED
DEK-Info: DES-EDE3-CBC,5053DC842B04612A
 
1CnlF5Pqvd0zp2NLZ7iosxzTy6nDeXPpNyJpxB5q+V29IuY8Apb6TlJCU7YrsEB/
nBTK7K76DCeGPlLpcuyEI171QmkQJ2gA0QhC0LrRo09WrINVH+b4So/y7nffZkVb
p2yDpZwqoJ8cmRH94Tie0YmzBtEh6ayOud11z53qbrsCnfSEwszt1xrW1MKrFZrk
/fTy6loHzGFzl3BDj4r5gBecExwcPp74ldHO+Ld4Nc9egG8BYkeBCsZZOQNVhXLN
I0tODOs6hP915zb6OrZFYv0NK6grTBO9D8hjNZ3U79jJzsSP7UNzIYHNTzRJiAyu
i56Oy/iHvkCSNUIK6zeIJQnW4bSoM1BqrbVPwHU6QaXUqlNzZ8SDtw7ZRZ/rHuiD
RTJMPbKquAzeuBss1132OaAUJRStjPXgyZTUbc+cWb6zATNws2yijPDTR6sRHoQL
47wHMr2Yj80VZGgkCSLAkL88ACz9TfUiVFhtfl6xMC2yuFl+WRk1XfF5VtWe5Zer
3Fn1DcBmlF7O86XUkiSHP4EV0cI6n5ZMzVLx0XAUtdAl1gD94y1V+6p9PcQHLyQA
pGRmj5IlSFw90aLafgCTbRbmC0ChIqHy91UFa1ub0130+yu7LsLGRlPmJ9NE61JR
bjRhlUXItRYWY7C4M3m/0wz6fmVQNSumJM08RHq6lUB3olzIgGIZlZkoaESrLG0p
qq2AENFemCPF0uhyVS2humMHjWuRr+jedfc/IMl7sLEgAdqCVCfV3RZVEaNXBud1
4QjkuTrwaTcRXVFbtrVioT/puyVUlpA7+k7w+F5TZwUV08mwvUEqDw==
-----END RSA PRIVATE KEY-----
quit
% Enter PEM-formatted SIGNATURE certificate.
% End with a blank line or "quit" on a line by itself.
! Paste the CA cert from .pem archive again.
-----BEGIN CERTIFICATE-----
MIIB9zCCAWCgAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADAPMQ0wCwYDVQQDEwRteWNz
MB4XDTA0MDkwMjIxMDI1NloXDTA3MDkwMjIxMDI1NlowDzENMAsGA1UEAxMEbXlj
czCBnzANBgkqhkiG9w0BAQEFAAOBjQAwgYkCgYEAuGnnDXJbpDDQwCuKGs5Zg2rc
K7ZJauSUotTmWYQvNx+ZmWrUs5/j9Ee5FV2YonirGBQ9mc6u163kNlrIPFck062L
GpahBhNmKDgod1o2PHTnRlZpEZNDIqU2D3hACgByxPjrY4vUnccV36ewLnQnYpp8
szEu7PYTJr5dU5ltAekCAwEAAaNjMGEwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAOBgNVHQ8B
Af8EBAMCAYYwHwYDVR0jBBgwFoAUaEEQwYKCQ1dm9+wLYBKRTlzxaDIwHQYDVR0O
BBYEFGhBEMGCgkNXZvfsC2ASkU5c8WgyMA0GCSqGSIb3DQEBBAUAA4GBAHyhiv2C
mH+vswkBjRA1Fzzk8ttu9s5kwqG0dXp25QRUWsGlr9nsKPNdVKt3P7p0A/KochHe
eNiygiv+hDQ3FVnzsNv983le6O5jvAPxc17RO1BbfNhqvEWMsXdnjHOcUy7XerCo
+bdPcUf/eCiZueH/BEy/SZhD7yovzn2cdzBN
-----END CERTIFICATE-----
 
% Enter PEM-formatted encrypted private ENCRYPTION key.
% End with "quit" on a line by itself.
! Because the CA cert only has Digital Signature usage, skip the encryption part.
quit
% PEM files import succeeded.
Router (config)# crypto pki server mycs
Router (cs-server)# database url flash:
! Fill in any certificate server configuration here.
Router (cs-server)# no shutdown
% Certificate Server enabled.
Router (cs-server)# end

Router # show crypto pki server

Certificate Server mycs:
    Status: enabled
    Server's current state: enabled
    Issuer name: CN=mycs
    CA cert fingerprint: F04C2B75 E0243FBC 19806219 B1D77412 
    Granting mode is: manual
    Last certificate issued serial number: 0x2
    CA certificate expiration timer: 21:02:55 GMT Sep 2 2007
    CRL NextUpdate timer: 21:02:58 GMT Sep 9 2004
    Current storage dir: flash:
    Database Level: Minimum - no cert data written to storage
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下位証明書サーバの例

次の設定および出力は、下位の証明書サーバを設定した後で、通常表示されるものです。

Router (config)# crypto pki trustpoint sub
Router (ca-trustpoint)# enrollment url http://192.0.2.6
Router (ca-trustpoint)# exit

Router (config)# crypto pki server sub
Router (cs-server)# mode sub-cs
Router (ca-server)# no shutdown

%Some server settings cannot be changed after CA certificate generation.
% Please enter a passphrase to protect the private key 
% or type Return to exit 
Password: 
Jan  6 22:32:22.698: CRYPTO_CS: enter FSM: input state initial, input signal no shut

Re-enter password: 
% Generating 1024 bit RSA keys ...
Jan  6 22:32:30.302: CRYPTO_CS: starting enabling checks
Jan  6 22:32:30.306: CRYPTO_CS: key 'sub' does not exist; generated automatically [OK]

Jan  6 22:32:39.810: %SSH-5-ENABLED: SSH 1.99 has been enabled
Certificate has the following attributes:

Fingerprint MD5: 328ACC02 52B25DB8 22F8F104 B6055B5B 
Fingerprint SHA1: 02FD799D DD40C7A8 61DC53AB 1E89A3EA 2A729EE2

% Do you accept this certificate? [yes/no]: 
Jan  6 22:32:44.830: CRYPTO_CS: nvram filesystem
Jan  6 22:32:44.922: CRYPTO_CS: serial number 0x1 written.
Jan  6 22:32:46.798: CRYPTO_CS: created a new serial file.
Jan  6 22:32:46.798: CRYPTO_CS: authenticating the CA 'sub'y 
Trustpoint CA certificate accepted.%

% Certificate request sent to Certificate Authority

% Enrollment in progress...
Router (cs-server)#
Jan  6 22:33:30.562: CRYPTO_CS: Publishing 213 bytes to crl file nvram:sub.crl
Jan  6 22:33:32.450: CRYPTO_CS: enrolling the server's trustpoint 'sub'
Jan  6 22:33:32.454: CRYPTO_CS: exit FSM: new state check failed
Jan  6 22:33:32.454: CRYPTO_CS: cs config has been locked
Jan  6 22:33:33.118: CRYPTO_PKI:  Certificate Request Fingerprint MD5: CED89E5F 53B9C60E 
> AA123413 CDDAD964
Jan  6 22:33:33.118: CRYPTO_PKI:  Certificate Request Fingerprint SHA1: 70787C76 ACD7E67F 
7D2C8B23 98CB10E7 718E84B1
% Exporting Certificate Server signing certificate and keys...

Jan  6 22:34:53.839: %PKI-6-CERTRET: Certificate received from Certificate Authority
Jan  6 22:34:53.843: CRYPTO_CS: enter FSM: input state check failed, input signal cert 
configured
Jan 6 22:34:53.843: CRYPTO_CS: starting enabling checks
Jan  6 22:34:53.843: CRYPTO_CS: nvram filesystem
Jan 6 22:34:53.883: CRYPTO_CS: found existing serial file.
Jan  6 22:34:53.907: CRYPTO_CS: old router cert flag 0x4
Jan  6 22:34:53.907: CRYPTO_CS: new router cert flag 0x44
Jan  6 22:34:56.511: CRYPTO_CS: DB version 
Jan  6 22:34:56.511: CRYPTO_CS: last issued serial number is 0x1
Jan  6 22:34:56.551: CRYPTO_CS: CRL file sub.crl exists.
Jan  6 22:34:56.551: CRYPTO_CS: Read 213 bytes from crl file sub.crl.
Jan  6 22:34:56.603: CRYPTO_CS: SCEP server started
Jan  6 22:34:56.603: CRYPTO_CS: exit FSM: new state enabled
44



PKI 展開での Cisco IOS 証明書サーバの設定および管理

  証明書サーバを使用するための設定例
Jan  6 22:34:56.603: CRYPTO_CS: cs config has been locked
Jan 6 22:35:02.359: CRYPTO_CS: enter FSM: input state enabled, input signal time set
Jan  6 22:35:02.359: CRYPTO_CS: exit FSM: new state enabled
Jan  6 22:35:02.359: CRYPTO_CS: cs config has been locked

ルート証明書サーバの区別例 

証明書を発行するとき、ルート証明書サーバ（親の下位証明書サーバ）は、次のサンプル出力に示すよ

うに、証明書要求を「Sub CA」、「RA」およびピアの各要求に区別します。

Router# crypto pki server server1 info req

Enrollment Request Database:
RA certificate requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
----------------------------------------------------------------------------
Subordinate CS certificate requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
----------------------------------------------------------------------------
1 pending CB9977AD8A73B146D3221749999B0F66 hostname=host-subcs.company.com
RA certificate requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
-----------------------------------------------------------------------------
Router certificate requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
-----------------------------------------------------------------------------

下位証明書サーバの Show 出力例 

次の show crypto pki server コマンド出力は、下位の証明書サーバが設定されたことを示しています。

Router# show crypto pki server

Certificate Server sub:
Status: enabled
Server's configuration is locked  (enter "shut" to unlock it)
Issuer name: CN=sub
CA cert fingerprint: 11B586EE 3B354F33 14A25DDD 7BD39187 
Server configured in subordinate server mode
Upper CA cert fingerprint: 328ACC02 52B25DB8 22F8F104 B6055B5B 
Granting mode is: manual
Last certificate issued serial number: 0x1
CA certificate expiration timer: 22:33:44 GMT Jan 6 2006
CRL NextUpdate timer: 22:33:29 GMT Jan 13 2005
Current storage dir: nvram:
Database Level: Minimum - no cert data written to storage

RA モード証明書サーバの例

次の出力は、RA モード証明書サーバの設定後に、通常表示される内容です。

Router-ra (config)# crypto pki trustpoint myra
Router-ra (ca-trustpoint)# enrollment url http://192.0.2.17
! Include "cn=ioscs RA" or "ou=ioscs RA" in the subject-name.
Router-ra (ca-trustpoint)# subject-name cn=myra, ou=ioscs RA, o=company, c=us
Router-ra (ca-trustpoint)# exit
Router-ra (config)# crypto pki server myra
Router-ra (cs-server)# mode ra
Router-ra (cs-server)# no shutdown
% Generating 1024 bit RSA keys ...[OK]
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Certificate has the following attributes:
Fingerprint MD5: 32661452 0DDA3CE5 8723B469 09AB9E85 
Fingerprint SHA1: 9785BBCD 6C67D27C C950E8D0 718C7A14 C0FE9C38 
% Do you accept this certificate? [yes/no]: yes
Trustpoint CA certificate accepted.
% Ready to request the CA certificate.
%Some server settings cannot be changed after the CA certificate has been requested.

Are you sure you want to do this? [yes/no]: yes
%
% Start certificate enrollment .. 
% Create a challenge password. You will need to verbally provide this
   password to the CA administrator in order to revoke your certificate.
   For security reasons your password will not be saved in the configuration.
   Please make a note of it.

Password: 
Re-enter password: 

% The subject name in the certificate will include: cn=myra, ou=ioscs RA, o=company, c=us
% The subject name in the certificate will include: Router-ra.company.com
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]: no
% Include an IP address in the subject name? [no]: no
Request certificate from CA? [yes/no]: yes
% Certificate request sent to Certificate Authority
% The certificate request fingerprint will be displayed.
% The 'show crypto pki certificate' command will also show the fingerprint.

% Enrollment in progress...
Router-ra (cs-server)#
Sep 15 22:32:40.197: CRYPTO_PKI:  Certificate Request Fingerprint MD5: 82B41A76 AF4EC87D 
AAF093CD 07747D3A 
Sep 15 22:32:40.201: CRYPTO_PKI:  Certificate Request Fingerprint SHA1: 897CDF40 C6563EAA 
0FED05F7 0115FD3A 4FFC5231 
Sep 15 22:34:00.366: %PKI-6-CERTRET: Certificate received from Certificate Authority
Router-ra (cs-server)#
Router-ra(cs-server)# end

Router-ra# show crypto pki server

Certificate Server myra:
    Status: enabled
    Issuer name: CN=myra
    CA cert fingerprint: 32661452 0DDA3CE5 8723B469 09AB9E85 
    ! Note that the certificate server is running in RA mode   
    Server configured in RA mode
    RA cert fingerprint: C65F5724 0E63B3CC BE7AE016 BE0D34FE 
    Granting mode is: manual
    Current storage dir: nvram:
    Database Level: Minimum - no cert data written to storage

次の出力は、RA がイネーブルになった後の、発行元証明書サーバの登録要求データベースを示しま

す。

（注） 所有者名に「ou=ioscs RA」が表示されていることから、RA 証明書要求は発行元証明書サーバによっ

て認識されています。

Router-ca# crypto pki server mycs info request
Enrollment Request Database:
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Subordinate CA certificate requests:
ReqID  State      Fingerprint                      SubjectName
--------------------------------------------------------------

! The request is identified as RA certificate request.
RA certificate requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
--------------------------------------------------------------
12 pending 88F547A407FA0C90F97CDE8900A30CB0 
hostname=Router-ra.company.com,cn=myra,ou=ioscs RA,o=company,c=us
Router certificates requests:
ReqID State Fingerprint SubjectName
--------------------------------------------------------------

! Issue the RA certificate.
Router-ca# crypto pki server mycs grant 12

次の出力は、要求が RA から出された場合に、発行元証明書サーバが自動的に証明書を発行するように

設定されていることを示します。

Router-ca(config)# crypto pki server mycs
Router-ca (cs-server)# grant ra-auto 
% This will cause all certificate requests already authorized by known RAs to be 
automatically granted. 

Are you sure you want to do this? [yes/no]: yes
Router-ca (cs-server)# end
Router-ca# show crypto pki server

Certificate Server mycs:
    Status: enabled
    Server's current state: enabled
    Issuer name: CN=mycs
    CA cert fingerprint: 32661452 0DDA3CE5 8723B469 09AB9E85 
    ! Note that the certificate server will issue certificate for requests from the RA.
    Granting mode is: auto for RA-authorized requests, manual otherwise
    Last certificate issued serial number: 0x2
    CA certificate expiration timer: 22:29:37 GMT Sep 15 2007
    CRL NextUpdate timer: 22:29:39 GMT Sep 22 2004
    Current storage dir: nvram:
    Database Level: Minimum - no cert data written to storage

次の例は、「myra」の設定（RA サーバ）が自動ロールオーバーを「myca」（CA）からサポートするよ

うに設定されていることを示します。RA サーバが設定されると、証明書再登録要求の自動許可がイ

ネーブルになります。

crypto pki trustpoint myra
 enrollment url http://myca
 subject-name ou=iosca RA
 rsakeypair myra
crypto pki server myra
 mode ra
 auto-rollover

crypto pki server mycs
 grant auto rollover ra-cert
 auto-rollover 25
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CA 証明書ロールオーバーをすぐに開始するためのイネーブル化例

次の例では、crypto pki server コマンドを使用して、サーバ mycs の自動 CA 証明書ロールオーバーを

イネーブルにする方法を示します。show crypto pki server コマンドを実行すると、mycs サーバの現

在の状態と、ロールオーバー証明書が現在ロールオーバーに使用可能であることが示されます。

Router(config)# crypto pki server mycs rollover

Jun 20 23:51:21.211:%PKI-4-NOSHADOWAUTOSAVE:Configuration was
modified.  Issue "write memory" to save new IOS CA certificate

! The config has not been automatically saved because the config has been changed.

Router# show crypto pki server

Certificate Server mycs:
    Status:enabled
    Server's configuration is locked  (enter "shut" to unlock it)
    Issuer name:CN=mycs
    CA cert fingerprint:E7A5FABA 5D7AA26C F2A9F7B3 03CE229A 
    Granting mode is:manual
    Last certificate issued serial number:0x2
    CA certificate expiration timer:00:49:26 PDT Jun 20 2008
    CRL NextUpdate timer:00:49:29 PDT Jun 28 2005
    Current storage dir:nvram:
    Database Level:Minimum - no cert data written to storage
    Rollover status:available for rollover

! Rollover certificate is available for rollover.
    Rollover CA certificate fingerprint:9BD7A443 00A6DD74 E4D9ED5F B7931BE0 
    Rollover CA certificate expiration time:00:49:26 PDT Jun 20 2011
    Auto-Rollover configured, overlap period 25 days

関連情報
証明書サーバが正常に実行されたら、登録元クライアントを手動のメカニズムによって（「PKI の証明

書登録の設定」の説明に従って）開始する、または Web ベースの登録インターフェイスである SDP の
設定を（「PKI への登録のための Secure Device Provisioning（SDP）の設定」の説明に従って）開始で

きます。

その他の参考資料

関連資料

内容 参照先

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

PKI およびセキュリティ コマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』

USB トークンによる RSA 処理：初期の自動登録用の 
USB トークンにおける RSA キーの使用

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring Certificate Enrollment for a PKI」の章。「Configuring 
Certificate Servers」を参照してください。

USB トークンによる RSA 処理：USB トークンを使用

するメリット

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Storing PKI Credentials」の章。
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  その他の参考資料
シスコのテクニカル サポート

証明書サーバ クライアント証明書の登録、自動登録、

および自動ロールオーバー

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring Certificate Enrollment for a PKI」の章。

USB トークンの設定および USB トークンへのロギン

グ

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Storing PKI Credentials」の章。

Web を使用した証明書登録 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Setting Up Secure Device Provisioning (SDP) for Enrollment in a 
PKI」の章

PEM 形式ファイル内の RSA キー 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Deploying RSA Keys Within a PKI」の章。

証明書失効メカニズムの選択 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring Authorization and Revocation of Certificates in a PKI」
の章

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html

内容 参照先
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Cisco IOS 証明書サーバの機能情報 
表 4 に、この機能のリリース履歴を示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 4 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

表 4 Cisco IOS 証明書サーバの機能情報

機能名  リリース 機能情報

Cisco IOS USB トークン PKI 拡張機能：

フェーズ 2
12.4(11)T この機能では、USB トークンを暗号装置として使用する

ことにより、USB トークンの機能を拡張します。USB 
トークンをキー生成、署名、認証などの RSA 処理に使用

できます。

この機能に関する詳細については、本マニュアルの次の各

項を参照してください。

• 「証明書サーバの RSA キー ペアと証明書」

• 「証明書サーバのトラストポイント」

• 「証明書サーバの RSA キー ペアの生成」

（注） 本書では、証明書サーバ設定時の RSA 操作におけ

る USB トークンの使用方法について説明します。

IOS 証明書サーバ（CS）スプリット 
データベース

12.4(4)T この機能を使用すると、特定の証明書サーバ ファイル タ
イプに対して保管場所および公開場所を設定できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「証明書サーバ データベース」（P.4）

• 「証明書サーバ機能の設定」（P.25）

• 「特定の保管場所および公開場所の設定例」（P.37）

この機能により、database url コマンドが変更されました。
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下位 /RA モード IOS 証明書サーバ（CS）
ロールオーバー

12.4(4)T この機能では、下位 CA および RA モード CA に対する 
CA 証明書ロールオーバーを可能にするために、12.4(2)T 
で導入された認証局（CA）キー ロールオーバーが拡張さ

れています。この機能により、手動による介入を行わず

に、失効する CA および証明書キーのロールオーバーが可

能になり、これらの変更を PKI ネットワークを介して伝

播できます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「自動 CA 証明書およびキー ロールオーバー」（P.9）

• 「証明書サーバの設定」（P.13）

• 「RA モード証明書サーバの例」（P.45）

この機能により、grant auto rollover コマンドが変更され

ました。

認証局（CA）キー ロールオーバー 12.4(2)T この機能により、ルート CA または下位 CA は、手動によ

る介入を行わずに、失効する CA 証明書およびキーをロー

ルオーバーし、これらの変更を PKI ネットワークを介し

て伝播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、次の各項を参照してく

ださい。

• 「自動 CA 証明書およびキー ロールオーバー」（P.9）

• 「証明書サーバの設定」（P.13）

• 「自動 CA 証明書ロールオーバーでの作業」（P.29）

• 「CA 証明書ロールオーバーをすぐに開始するためのイ

ネーブル化例」（P.48）

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。auto-rollover、crypto pki certificate chain、crypto 
pki export pem、crypto pki server info request、crypto 
pki server、show crypto pki certificates、show crypto 
pki server、および show crypto pki trustpoint

Cisco IOS 証明書サーバ 12.3(8)T この機能は、Cisco IOS 証明書サーバをサポートしていま

す。これにより、CA が Cisco IOS ソフトウェアと直接統

合され、基本 PKI ネットワークの展開がより簡単になり

ました。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「Cisco IOS 証明書サーバに関する情報」（P.3）

• 「Cisco IOS 証明書サーバの設定および展開方法」

（P.10）

表 4 Cisco IOS 証明書サーバの機能情報 （続き）

機能名  リリース 機能情報
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証明書サーバの自動アーカイブ拡張機能
1

12.3(11)T この拡張機能では、CA 証明書および CA キーが証明書

サーバによって一度生成されると、これらを自動的にバッ

クアップします。つまり、CA バックアップが妥当であれ

ば、エクスポート可能な CA キーを生成する必要がありま

せん。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「証明書サーバを使用した証明書登録」（P.8）

• 「証明書サーバ機能の設定」（P.25）

この機能により、crypto pki server remote および 
database archive コマンドが導入されました。

証明書サーバ登録局（RA）モードの拡

張機能 
12.3(7)T RA モードで実行するよう証明書サーバを設定できます。

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。

• 「証明書サーバを RA モードで実行するように設定」

（P.22）

この機能により、grant ra-auto および lifetime 
enrollment-requests コマンドが導入されました。

PKI ステータス 1 12.3(11)T この拡張機能では、現在のトラストポイント ステータス

のクイック スナップショットを提供します。

この拡張機能の詳細については、次の項を参照してくださ

い。

• 「証明書サーバ、証明書、CA の保守、検証、およびト

ラブルシューティング」（P.31） 

この拡張機能では、show crypto pki trustpoints コマンド

が変更されています。

下位証明書サーバ 1 12.3(14)T この拡張機能では、すべての SCEP 証明書要求または特定

の SCEP 証明書要求あるいは手動による証明書要求を許可

するように下位証明書サーバを設定できます。

この拡張機能の詳細については、次の項を参照してくださ

い。

• 「下位証明書サーバの設定」（P.16） 

この拡張機能では、mode sub-cs コマンドが導入されまし

た。

表 4 Cisco IOS 証明書サーバの機能情報 （続き）

機能名  リリース 機能情報
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ソフトウェア暗号エンジンサポートでの 
RSA 4096 ビット キー生成

15.1(1)T crypto key generate rsa コマンドの modulus キーワード

の値の範囲は、360 ～ 2048 ビットから 360 ～ 4096 ビッ

トに拡張されました。

IOS 以外の CA サーバーでの RA モード

の IOS PKI サーバのサポート 
15.1(2)T この拡張機能によって、RA モードの IOS CA サーバは複

数のタイプの CA サーバと相互運用できます。

この機能については、次の項に説明があります。

• 「証明書サーバを RA モードで実行するように設定」

（P.22）

mode ra コマンドに transparent キーワードが追加され、

RA モードの CA サーバが複数のタイプの CA サーバと相

互運用できるようになりました。

1. これはマイナーな拡張です。マイナーな拡張は、通常 Feature Navigator に記載されません。

表 4 Cisco IOS 証明書サーバの機能情報 （続き）

機能名  リリース 機能情報
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この章では、RSA 鍵や証明書などの Public Key Infrastructure（PKI; 公開鍵インフラストラクチャ）ク

レデンシャルを特定の場所に保存する方法について説明します。

たとえば、証明書であれば、デフォルトの場所である NVRAM のほか、フラッシュなど、ご使用のプ

ラットフォームでサポートされているローカルな保管場所に保存できます。

また、RSA 鍵や RSA 証明書であれば、USB トークンなどに保存できます。シスコの主要プラット

フォームでは、USB 鍵のフォーム ファクタ（Aladdin USB eToken 鍵など）においてスマート カード 
テクノロジーがサポートされています。USB トークンを使用すると、セキュアな設定配布や、トーク

ン上の鍵生成、署名、認証などの RSA 処理が行えます。またユーザは、配置のための Virtual Private 
Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）クレデンシャルを USB トークンに保存でき

ます。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「PKI クレデンシャルの保存に関する機能情報」

（P.25）を参照してください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「PKI クレデンシャルを保存するための前提条件」（P.2）

• 「PKI クレデンシャルの保存に関する制約事項」（P.2）

• 「PKI クレデンシャルの保存について」（P.3）

• 「PKI データの保管場所の設定方法」（P.5）

• 「PKI データの保存に関する設定例」（P.21）

http://www.cisco.com/go/cfn
http://www.cisco.com/go/cfn
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  PKI クレデンシャルを保存するための前提条件
• 「その他の参考資料」（P.23）

• 「PKI クレデンシャルの保存に関する機能情報」（P.25）

PKI クレデンシャルを保存するための前提条件 
ローカル証明書の保管場所を指定するための前提条件

ローカル証明書の保管場所を指定するためには、ご使用のシステムが次の要件を満たしている必要があ

ります。

• Cisco IOS Release 12.4(2)T またはそれ以降の PKI 対応イメージを使用していること。

• PKI クレデンシャルを個別のファイルとして保存できるプラットフォームであること。

• 設定内に証明書が少なくとも 1 つ含まれていること。

• アクセス可能なローカル ファイル システムがあること。

PKI クレデンシャルの保管場所として USB トークンを指定するための前提条件

USB トークンを使用するためには、ご使用のシステムが次の要件を満たしている必要があります。

• Cisco 871 ルータ、Cisco 1800 シリーズ ルータ、Cisco 2800 シリーズ ルータ、Cisco 3800 シリー

ズ ルータ、または Cisco 7200VXR NPE-G2 プラットフォームを使用していること。

• サポートされているいずれかのプラットフォーム上で、少なくとも Cisco IOS Release 12.3(14)T 
イメージが稼動していること。

• シスコがサポートする USB トークンがあること。

• k9 イメージを使用していること。

PKI クレデンシャルの保存に関する制約事項 
ローカル証明書の保管場所を指定する場合の制約事項

証明書をローカルな保管場所に保存する場合には、次のような制約事項があります。

• 使用できるのはローカル ファイル システムだけです。リモート ファイル システムを選択すると、

エラー メッセージが表示され、コマンドは無効になります。

• ローカル ファイル システムでサポートされていれば、サブディレクトリを指定できます。

NVRAM では、サブディレクトリはサポートされていません。

保管場所として USB トークンを指定する場合の制約事項

USB トークンを使用して PKI データを保存する場合には、次のような制約事項があります。

• USB トークンがサポートされるためには、ファイルをセキュアに保存できる 3DES（k9）Cisco 
IOS ソフトウェア イメージが必要です。

• イメージは USB トークンからは起動できません（ただし、設定は USB トークンからでも起動でき

ます）。

• USB ハブは現在、サポートされていません。そのため、サポートされるデバイスの数は、多くて

も使用できる USB ポートの数までです。
2
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  PKI クレデンシャルの保存について
PKI クレデンシャルの保存について
PKI クレデンシャルの保管場所を指定するためには、次に説明する事柄について十分な知識が必要です

• 「ローカルな保管場所への証明書の保存」（P.3）

• 「PKI クレデンシャルと USB トークン」（P.3）

ローカルな保管場所への証明書の保存

証明書は、デフォルトでは NVRAM に保存されますが、一部のルータは、証明書を適切に保存できる

だけの容量を持った NVRAM を備えていません。Cisco IOS Release 12.4(2)T では、証明書の保管場所

をローカルのファイル システム上に指定できる機能が導入されています。

シスコのプラットフォームはすべて、NVRAM およびフラッシュ ローカル ストレージをサポートして

います。ご使用のプラットフォームによっては、ブートフラッシュ、スロット、ディスク、USB フ
ラッシュ、USB トークンなど、サポートされているその他のローカル ストレージを使用できます。

実行時には、証明書を保存するアクティブなローカル ストレージ デバイスを指定できます。

PKI クレデンシャルと USB トークン

ご使用のルータ上でセキュアな USB トークンを使用するためには、次に説明する事柄について十分な

知識が必要です。

• 「USB トークンの動作のしくみ」（P.3）

• 「USB トークンの応用上の利点」（P.4）

USB トークンの動作のしくみ

スマート カードはプラスティック製の小型カードで、データの保存や処理を行うためのマイクロプロ

セッサやメモリが搭載されています。USB インターフェイスを備えたスマート カードが USB トーク

ンです。USB トークンでは、記憶域の容量（32KB）内であれば、どのようなタイプのファイルでもセ

キュアに保存できます。USB トークンに保存されたコンフィギュレーション ファイルに対する暗号化

およびアクセスは、ユーザ PIN を介してだけ行えます。ルータにコンフィギュレーション ファイルを

ロードするには、ルータのコンフィギュレーション ファイルをセキュアに配布できるよう適切な PIN 
が設定されている必要があります。

USB トークンをルータに装着したら、その USB トークンにログインする必要があります。ログイン後

は、ユーザ PIN（デフォルトは 1234567890）や、ログインが拒否されるようになるまで許容されるロ

グイン試行の失敗回数（デフォルトは 15 回）など、さまざまなデフォルト設定を変更できます。USB 
トークンのアクセス方法および設定方法については、「USB トークンへのログインと USB トークンの

設定」を参照してください。

USB トークンへ正常にログインした場合は、copy コマンドを使用して、ルータから USB トークンへ

ファイルをコピーできます。USB トークンの RSA 鍵および関連する IPsec トンネルは、ルータがリ

ロードされるまで使用できます。鍵が削除され IPsec トンネルが切断されるまでの時間を指定する場合

は、crypto pki token removal timeout コマンドを発行します。

表 1 は、USB トークンの主な機能性をまとめたものです。
3
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  PKI クレデンシャルの保存について
USB トークンの応用上の利点

シスコのルータ上で USB トークンがサポートされていることにより、応用上次のような利点が生まれ

ます。

移動可能な証明書：配置する VPN クレデンシャルを外部デバイスに保存可能

USB トークンでは、スマート カード テクノロジーにより、IPsec VPN の導入に必要なデジタル証明書

や設定を保存できます。これにより、ルータにおいて RSA 公開鍵を生成し、少なくとも 1 つの IPsec 
トンネルを認証できるようになりました（ルータでは複数の IPsec トンネルを開始できるため、USB 
トークンには、必要に応じて複数の証明書を保存できるようになっています）。

VPN クレデンシャルを外部デバイスに保存すると、機密データが漏洩する危険性は低くなります。

ファイルをセキュアに配置するための PIN 設定

USB トークンには、ユーザが設定した PIN を介してルータにおける暗号化をイネーブルにする際に使

用できるコンフィギュレーション ファイルを保存できます（つまり、デジタル証明書、事前共有鍵、

および VPN は使用されません）。

軽減されるまたは不要になる手動での設定作業

USB トークンを使用すると、リモート ソフトウェアの設定やプロビジョニングの際、手動で行う作業

がほとんど（あるいは完全に）必要なくなります。設定は自動プロセスとして構成されます。具体的に

は、ルータに装着した USB トークンにブートストラップ設定を保存しておくと、そのブートストラッ

プ設定によりルータが起動します。さらにこのルータは、ブートストラップ設定によって TFTP サーバ

へ接続され、その TFTP サーバに保存されている設定に基づいて、すべてのルータ設定が行われます。

RSA 処理

12.4(11)T またはそれ以降の Cisco IOS リリースでは、USB トークンを、ストレージ デバイスとして

だけでなく、暗号化デバイスとしても使用できます。USB トークンを暗号化装置として使用すると、

トークンでキー生成、署名、認証などの RSA 操作を実行できます。

表 1 USB トークンの主な機能性  

機能 USB トークン

アクセシビリティ デジタル証明書、事前共有鍵、およびルータ設定を USB トークンからルータへ

セキュアに保存したり転送したりするためのものです。

ストレージのサイズ 32KB 

ファイル タイプ • 通常、IPsec VPN 用のデジタル証明書、事前共有鍵、およびルータ設定を保

存する場合には、ファイル タイプを指定します。

• USB トークンには、Cisco IOS イメージは保存できません。

セキュリティ • ファイルに対する暗号化およびアクセスは、ユーザ PIN を介してだけ行えま

す。

• ファイルは、ノンセキュアなフォーマットでも保存できます。

ブート設定 • ルータではブート時に、USB トークンに保存されている設定を使用できます。

• ルータではブート時に、USB トークンに保存されているセカンダリ設定を

使用できます（セカンダリ設定を使用すると、ユーザは各自の IPsec 設定を

ロードできます）。
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ご使用のトークン ストレージ デバイス上に配置されている証明書からは、モジュラスが 2048 ビット

以下の汎用 RSA キー ペア、特殊 RSA キー ペア、暗号化 RSA キー ペア、またはシグニチャ RSA キー 
ペアを生成できます。秘密鍵は、デフォルトでは配布されず、トークン上に保存されたままです。ただ

し、秘密鍵の保管場所を設定することは可能です。

USB トークン上に常駐する鍵は、生成された段階でトークンの永続的な保管場所に保存されます。鍵

の削除操作を行うと、トークンに保存されている鍵は、永続的な保管場所からただちに削除されます

（トークン上に常駐していない鍵は、write memory またはそれに類するコマンドが発行されると、

トークン以外の保管場所で保存や削除が行われます）。

Secure Device Provisioning（SDP; セキュア デバイス プロビジョニング）環境におけるリモート デバ

イスの設定およびプロビジョニング

12.4(15)T またはそれ以降の Cisco IOS リリースでは、SDP を使用して USB トークンを設定できます。

設定された USB トークンを送付すれば、リモート ロケーションにあるデバイスをプロビジョニングで

きます。つまり、あるネットワーク デバイスから別のリモート ネットワーク デバイスへ暗号化された

情報を送る際に USB トークンを使用することで、USB トークンを段階的に配置できます。

SDP で USB トークンを使用する方法については、「関連資料」に記載されている参照先を参照してく

ださい。

PKI データの保管場所の設定方法
ここでは、次の設定手順について説明します。

• 「証明書のローカルな保管場所の指定」（P.5）

• 「シスコのルータにおける USB トークンの設定と使用」（P.6）

• 「USB トークンに関するトラブルシューティング」（P.16）

証明書のローカルな保管場所の指定

証明書のローカルな保管場所を指定する手順は次のとおりです。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki certificate storage location-name

4. exit

5. copy source-url destination-url

6. show crypto pki certificates storage
5
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手順の詳細

例

次に示すのは、証明書の保管場所の show crypto pki certificates storage コマンドによる出力例です。

ここでは、disk0 の certs サブディレクトリが証明書の保管場所になっています。

Router# show crypto pki certificates storage

Certificates will be stored in disk0:/certs/

シスコのルータにおける USB トークンの設定と使用

ここでは、USB トークンをサポートするためのルータの設定手順について説明します。

• 「USB トークンによる設定の保存」（P.7）

• 「USB トークンへのログインと USB トークンの設定」（P.7）

• 「USB トークンの設定」（P.9）

• 「USB トークンにおける管理機能の設定」（P.13）

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki certificate storage location-name

例：

Router(config)# crypto pki certificate storage 
flash:/certs

証明書のローカルな保管場所を指定します。

ステップ 4 exit

例：

Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 copy source-url destination-url

例：

Router# copy system:running-config 
nvram:startup-config

（任意）実行コンフィギュレーションをスタートアップ コ
ンフィギュレーションに保存します。

（注） 設定は、実行コンフィギュレーションがスタート

アップ コンフィギュレーションに保存された場合

にだけ有効になります。

ステップ 6 show crypto pki certificates storage

例：

Router# show crypto pki certificates storage

（任意）PKI 証明書の保管場所に関する現在の設定を表示

します。
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USB トークンによる設定の保存

コンフィギュレーション ファイルを USB トークンに保存する手順は次のとおりです。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. boot config usbtoken[0-9]:filename 

手順の詳細

USB トークンへのログインと USB トークンの設定

ここでは、USB トークンにログインし、その初期設定を行う手順について説明します。

USB トークンでの RSA 鍵の使用 

• RSA 鍵は、USB トークンがルータへ正常にログインした後にロードされます。

• デフォルトの場合、新規に生成された RSA 鍵は、 後に装着された USB トークンに保存されま

す。再生成された鍵は、元の RSA 鍵が生成されたのと同じ場所に保存する必要があります。

自動ログイン 

自動ログインを使用すると、ユーザやオペレータが介入することなく、ルータを完全な稼動状態に戻せ

ます。PIN は、プライベート NVRAM に保存されるため、スタートアップ コンフィギュレーションや

実行コンフィギュレーションには表示されません。

（注） 手動で生成されたスタートアップ コンフィギュレーションには、配置用に自動ログイン コマンドを指

定できますが、手動で生成されたそのコンフィギュレーションをプライベート コンフィギュレーショ

ンに取り込むには、copy system:running-config nvram: startup-config コマンドを発行する必要があ

ります。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 boot config usbtoken[0-9]:filename

例：

Router(config)# boot config usbtoken0:file

スタートアップ コンフィギュレーション ファイルがセ

キュアな USB トークンに保存されるよう指定します。
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手動ログイン

自動ログインとは異なり、手動ログインを使用する場合は、ユーザが実際の USB トークン PIN を把握

している必要があります。

手動ログインは、PIN をルータ上に保存するのが適している場合に使用できます。また、初期導入時や

ハードウェア交換時に、ルータを現地の業者から調達したり、ローカル サイトへ直送したりする場合

にも、手動ログインが適しています。手動ログインは、権限の有無にかかわらず実行できます。また、

手動ログインを実行すると、USB トークン上のファイルおよび RSA 鍵が、Cisco IOS ソフトウェアで

使用可能になります。セカンダリ コンフィギュレーション ファイルを設定する場合は、ログインを実

行するユーザの権限がある場合にだけ手動ログインを実行できます。そのため、何らかの目的で、手動

ログインを実行し、USB トークン上にセカンダリ コンフィギュレーション ファイルを設定する場合

は、権限をイネーブルにする必要があります。

手動ログインは、失われたルータ設定のリカバリを行う場合にも使用できます。通常 VPN を使用して

コア ネットワークへ接続しているリモート サイトが存在する状況では、設定および RSA 鍵が失われた

場合、USB トークンが備えているアウトオブバンド サービスが必要となります。USB トークンには、

ブート設定、セカンダリ設定、および接続を認証するための RSA 鍵を保存できます。

手順の概要

1. enable

2. crypto pki token token-name [admin] login [pin] 

または 

configure terminal 

3. crypto pki token token-name user-pin [pin]

4. exit

5. show usbtoken[0-9]:filename

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 crypto pki token token-name [admin] login [pin] 

例：

Router# crypto pki token usbtoken0 admin login 
5678

または

configure terminal

例：

Router# configure terminal

USB トークンに手動でログインします。

後でユーザ PIN を変更する場合は、admin キーワードを指

定する必要があります。

または

ルータのモードを、USB トークンの自動ログインを設定で

きるグローバル コンフィギュレーション モードにします。
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次の作業

USB トークンへのログインが完了すると、次のような作業が行えます。

• USB トークンに関するその他の設定を行う。詳細は「USB トークンの設定」を参照してください。

• ユーザ PIN の変更、ルータから USB トークンに設定された鍵の保管場所へのファイルのコピー、

USB トークンの変更など、USB トークンの管理作業を行う。詳細は「USB トークンにおける管理

機能の設定」に記載されている参照先を参照してください。

• USB トークンを暗号化デバイスとして使用し、RSA 処理を実行する。詳細は「関連資料」に記載

されている参照先を参照してください。

• 初期自動登録の際に行う RSA 処理に USB トークンが使用されるように指定する。詳細は「関連資

料」に記載されている参照先を参照してください。

USB トークンの設定

USB トークンに対しては、自動ログインの設定後、さらに次のような設定を行えます。

PIN およびパスフレーズ

自動ログインにおける PIN のセキュリティをさらに強化するため、NVRAM に保存されている PIN を
暗号化し、USB トークンにパスフレーズを設定できます。パスフレーズを設定すると、他のユーザに

は PIN そのものではなく、そのパスフレーズを周知すればよいため、PIN の安全性を維持できます。

このパスフレーズは、USB トークンをルータに装着した後、PIN を復号化する際に必要となります。

PIN が復号化されると、ルータはその PIN を使用して USB トークンにログインします。

（注） ユーザは、本来付与されるアクセス権以外は保持しておらず、権限レベル 1 があればログインできます。

USB トークンのロック /ロック解除

USB トークン自体をロック（暗号化）またはロック解除（復号化）できます。

ステップ 3 crypto pki token token-name user-pin [pin] 

例：

Router(config)# crypto pki token usbtoken0 
user-pin 1234

（任意）ルータの起動時、または USB トークンを USB ス
ロットに装着した時に、指定された PIN を使用してトーク

ンに自動でログインするようルータを設定します。

PIN は暗号化され、NVRAM に保存されます。

（注） パスフレーズの入力を求められます。

ステップ 4 exit

例：

Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 show usbtoken[0-9]:filename

例：

Router# show usbtoken0:usbfile

（任意）USB トークンがルータにログオンしているかどう

かを確認します。

コマンドまたはアクション 目的
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USB トークンは、ロック解除すると使用できるようになります。ロック解除した場合、Cisco IOS で
は、その USB トークンは自動ログインされたものと見なされ、その USB トークン上にあるいずれか

の鍵がロードされます。また、セカンダリ コンフィギュレーション ファイルがトークン上に存在する

場合は、ログインしたユーザの権限レベルとは独立したフル ユーザ権限（権限レベル 15）を使用して、

そのセカンダリ コンフィギュレーション ファイルが実行されます。

トークンをロックした場合は、トークンからログアウトする場合とは異なり、トークンからロードされ

た RSA 鍵がすべて削除され、セカンダリ アンコンフィギュレーション ファイルが（もし設定されてい

れば）実行されます。

セカンダリ コンフィギュレーション ファイルとセカンダリ アンコンフィギュレーション ファイル

USB トークン上に存在するコンフィギュレーション ファイルは、セカンダリ コンフィギュレーション 
ファイルと呼ばれます。セカンダリ コンフィギュレーション ファイルを作成し、その内容を設定した場

合は、トークンへのログインが行われると、そのセカンダリ コンフィギュレーション ファイルが実行さ

れます。セカンダリ コンフィギュレーション ファイルが存在するかどうかは、NVRAM に保存されて

いる Cisco IOS の設定内にセカンダリ コンフィギュレーション ファイル オプションが指定されている

かどうかで判断されます。ユーザがトークンを取り外した後またはトークンからログアウトした後に、

無効タイマーで設定された期間が経過すると、別途用意されているセカンダリ アンコンフィギュレー

ション ファイルが実行され、セカンダリ コンフィギュレーションのすべての要素が、実行設定から削除

されます。セカンダリ コンフィギュレーション ファイルおよびセカンダリ アンコンフィギュレーショ

ン ファイルは、ログインしたユーザの権限レベルとは関係なく、権限レベル 15 で実行されます。

手順の概要

1. enable

2. crypto pki token token-name unlock [pin]

3. configure terminal

4. crypto pki token token-name encrypted-user-pin [write] 

5. crypto pki token token-name secondary unconfig file

6. exit

7. crypto pki token token-name lock [pin]

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 crypto pki token token-name unlock [pin]

例：

Router# crypto pki token mytoken unlock mypin

（任意）ロックされている USB トークンを使用できるよう

にします。

ロック解除した場合、Cisco IOS では、その USB トークン

は自動ログインされたものと見なされ、その USB トーク

ン上にあるいずれかの鍵がロードされます。また、セカン

ダリ コンフィギュレーション ファイルがトークン上に存

在する場合は、そのセカンダリ コンフィギュレーション 
ファイルが実行されます。
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例

次の例は、ユーザ PIN の設定、ユーザ PIN の暗号化、ルータのリロード、およびユーザ PIN のロック解

除の各プロセスを順に示したものです。

!Configuring the user PIN

Enter configuration commands, one per line.End with CNTL/Z.

Router(config)# crypto pki token usbtoken0: user-pin

Enter password:

!Encrypt the user PIN 

Router (config)# crypto pki token usbtoken0: encrypted-user-pin

Enter passphrase:

Router(config)# exit

Router#

Sep 20 21:51:38.076: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console

!

ステップ 3 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 4 crypto pki token token-name encrypted-user-pin 
[write]

例：

Router(config)# crypto pki token mytoken 
encrypted-user-pin write

（任意）NVRAM に保存されている PIN を暗号化します。

ステップ 5 crypto pki token token-name secondary unconfig 
file

例：

Router(config)# crypto pki token mytoken 
secondary unconfig configs/myunconfigfile.cfg

（任意）セカンダリ コンフィギュレーション ファイルとそ

の保管場所を指定します。

ステップ 6 exit

例：

Router(config)# exit

特権 EXEC モードを開始します。

ステップ 7 crypto pki token token-name lock [pin]

例：

Router# crypto pki token mytoken lock mypin

（任意）トークンからロードされた RSA 鍵をすべて削除

し、セカンダリ アンコンフィギュレーション ファイルが

存在する場合は、それを実行します。

コマンドまたはアクション 目的
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Router# show running config

.

.

.

crypto pki token usbtoken0 user-pin *encrypted*

.

.

.

!Reloading the router.

!

Router> enable

Password:

!

! Decrypting the user pin.

!

Router# crypto pki token usbtoken0: unlock

Token eToken is usbtoken0

!

Enter passphrase:

Token login to usbtoken0(eToken) successful

Router#

Sep 20 22:31:13.128: %CRYPTO-6-TOKENLOGIN: Cryptographic Token eToken

Login Successful

次に示すのは、実行コンフィギュレーションからセカンダリ コンフィギュレーションの要素を削除する

際に使用されるセカンダリ アンコンフィギュレーション ファイルの設定例です。セカンダリ コンフィ

ギュレーション ファイルを使用して PKI トラストポイントが設定されている場合を例にとると、それに

対応するアンコンフィギュレーション ファイル mysecondaryunconfigfile.cfg には、次のようなコマンド 
ラインが設定されます。

no crypto pki trustpoint token-tp

トークンが取り外された後で、次のコマンドが実行されると、ルータの実行コンフィギュレーションか

ら、トラストポイントおよびそれに関連付けられた証明書が削除されます。

Router# configure terminal

Router(config)# no crypto pki token mytoken secondary unconfig mysecondaryunconfigfile.cfg

次の作業

USB トークンへのログインおよび USB トークンの設定が完了すると、次のような作業が行えます。
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• ユーザ PIN の変更、ルータから USB トークンに設定された鍵の保管場所へのファイルのコピー、

USB トークンの変更など、USB トークンの管理作業を行う。詳細は「USB トークンにおける管理

機能の設定」に記載されている参照先を参照してください。

• USB トークンを暗号化デバイスとして使用し、RSA 処理を実行する。詳細は「関連資料」に記載

されている参照先を参照してください。

• 初期自動登録の際に行う RSA 処理に USB トークンが使用されるように指定する。詳細は「関連資

料」に記載されている参照先を参照してください。

USB トークンにおける管理機能の設定 

ここでは、ユーザ PIN、USB トークンに対するログイン試行の失敗回数の上限、クレデンシャルの保

管場所など、さまざまなデフォルト設定を変更する手順について説明します。

手順の概要

1. enable 

2. crypto pki token token-name [admin] change-pin [pin]

3. crypto pki token token-name device: label token-label

4. configure terminal

5. crypto key storage device:

6. crypto key generate rsa [general-keys | usage-keys | signature | encryption] [label key-label] 
[exportable] [modulus modulus-size] [storage devicename:] [on devicename:]

7. crypto key move rsa keylabel [non-exportable] [on | storage] location

8. crypto pki token {token-name | default} removal timeout [seconds]

9. crypto pki token {token-name | default} max-retries [number]

10. exit

11. copy usbflash[0-9]:filename destination-url 

12. show usbtoken[0-9]:filename

13. crypto pki token token-name logout

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 crypto pki token token-name [admin] change-pin 
[pin]

例：

Router# crypto pki token usbtoken0 admin 
change-pin

（任意）USB トークン上のユーザ PIN 番号を変更します。

• PIN が変更されない場合は、デフォルトの PIN
（1234567890）が使用されます。

（注） PIN の変更後は、ログインの失敗回数を 0 にリ

セットする必要があります（crypto pki token 
max-retries コマンドを使用）。許容されるログイ

ンの失敗回数の上限は、15（デフォルト）に設定

されています。
13
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ステップ 3 crypto pki token token-name device: label 
token-label

例：

Router# crypto pki token my token usb0: label 
newlabel

（任意）USB トークンの名前を設定または変更します。

• token-label 引数には、英数字（ダッシュおよびアン

ダースコアを含む）からなる 31 文字以下の文字列を

指定できます。

ヒント このコマンドは、自動ログインやセカンダリ コン
フィギュレーション ファイルなどのトークン固有
の設定用として複数の USB トークンを設定する場
合に有用です。

ステップ 4 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 5 crypto key storage device:

例：

Router(config)# crypto key storage usbtoken0:

（任意）新規作成した RSA 鍵に対するデフォルトの保管場

所を設定します。

（注） 設定の内容にかかわらず、既存の鍵は、ロード元

のデバイスに保存されます。

ステップ 6 crypto key generate rsa [general-keys | 
usage-keys | signature | encryption] [label 
key-label] [exportable] [modulus modulus-size] 
[storage devicename:] [on devicename:]

例：

Router(config)# crypto key generate rsa label 
tokenkey1 storage usbtoken0:

（任意）証明書サーバの RSA キー ペアを生成します。

• storage キーワードを使用すると、鍵の保管場所を指

定できます。

• key-label 引数を指定することによってラベル名を指定

する場合、crypto pki server cs-label コマンドによって

証明書サーバに使用するラベルと同じ名前を使用する

必要があります。key-label 引数を指定していない場合、

ルータの Fully Qualified Domain Name（FQDN; 完全修

飾ドメイン名）であるデフォルト値が使用されます。

no shutdown コマンドを発行する前に、CA 証明書が生成

されるまで待ってからエクスポート可能な RSA キー ペア

を手動で生成する場合、crypto ca export pkcs12 コマンド

を使用して、証明書サーバ証明書および秘密鍵を含む 
PKCS12 ファイルをエクスポートできます。

• デフォルトでは、CA 鍵のモジュラス サイズは 1024 
ビットです。推奨される CA 鍵のモジュラスは 2048 
ビットです。CA 鍵のモジュラス サイズの範囲は 
350 ～ 4096 ビットです。

• on キーワードは、指定した装置上で RSA キー ペアが

作成されることを指定します。この装置には 
Universal Serial Bus（USB; ユニバーサルシリアルバ

ス）トークン、ローカル ディスク、および NVRAM 
などがあります。装置の名前の後にはコロン（:）を付

けます。

（注） USB トークン上で作成されるキーは、2048 ビット

以下である必要があります。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 7 crypto key move rsa keylabel [non-exportable] 
[on | storage] location

例：

Router(config)# crypto key move rsa 
keypairname non-exportable on token

（任意）既存の Cisco IOS クレデンシャルを、現在の保管

場所から指定した保管場所へ移動します。

デフォルトの場合、RSA キー ペアは現在のデバイス上に

保存されたままになります。

ルータ上で鍵を生成しそれをトークンに移動するまでの所

要時間は 1 分未満です。トークン上で鍵を生成する際に on 
キーワードを使用すると、USB トークン上で使用可能な

ハードウェア鍵生成ルーチンに応じて、5 ～ 10 分程度の時

間がかかります。

Cisco IOS で生成された既存の RSA キー ペアが USB トー

クンに保存され、登録に使用される場合は、それら既存の 
RSA キー ペアを代替場所に移動して永続的に保存する必

要があります。

このコマンドは、USB トークンと SDP を使用してクレデ

ンシャルを配置する場合に有用です。

ステップ 8 crypto pki token {token-name | default} 
removal timeout [seconds]

例：

Router(config)# crypto pki token usbtoken0 
removal timeout 60

（任意）USB トークンがルータから取り外されてから、

USB トークンに保存されている RSA 鍵が削除されるまで、

ルータが待機する時間を秒単位で設定します。

（注） このコマンドが発行されない場合は、USB トーク

ンがルータから取り外された直後に、すべての 
RSA 鍵が削除されるほか、USB トークンに関連付

けられている IPsec トンネルもすべて切断されま

す。

ステップ 9 crypto pki token {token-name | default} 
max-retries [number]

例：

Router(config)# crypto pki token usbtoken0 
max-retries 20

（任意）USB トークンへのアクセスが拒否されるまでに許容

されるログイン試行の連続失敗回数の上限を設定します。

• デフォルト値は 15 です。

ステップ 10 exit

例：

Router(config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 11 copy usbflash[0-9]:filename destination-url

例：

Router# copy usbflash0:file1 nvram:

USB トークンからルータへファイルをコピーします。

• destination-url：サポートされているオプションのリ

ストについては、copy コマンドに関するセクションを

参照してください。

ステップ 12 show usbtoken[0-9]:filename

例：

Router# show usbtoken:usbfile

（任意）USB トークンに関する情報を表示します。このコ

マンドを使用すると、USB トークンがルータにログオンし

ているかどうかを確認できます。

ステップ 13 crypto pki token token-name logout

例：

Router# crypto pki token usbtoken0 logout

USB トークンからルータをログアウトします。

（注） USD トークンに何らかのデータを保存する場合は、

再度トークンにログインする必要があります。

コマンドまたはアクション 目的
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USB トークンに関するトラブルシューティング

ここでは、次の各 Cisco IOS コマンドについて説明します。これらのコマンドは、USB トークンの使

用中に発生しうる問題についてのトラブルシューティングに使用できます。

• 「show file systems コマンド」（P.16）

• 「show usb device コマンド」（P.17）

• 「show usb controllers コマンド」（P.17）

• 「dir コマンド」（P.19）

show file systems コマンド

show file systems コマンドを使用すると、USB モジュールが USB ポートに差し込まれていることを

ルータが認識しているかどうかを判定できます。差し込まれている USB モジュールは、ファイル シス

テムのリスト上に表示されます。これらのモジュールがリスト上に表示されない場合は、次のいずれか

の問題が発生している可能性があります。

• USB モジュールとの接続に問題がある。

• ルータ上で稼動している Cisco IOS イメージによりサポートされていない USB モジュールがある。

• USB モジュールそのものにハードウェア上の問題がある。

手順の概要

1. show file systems

手順の詳細

ステップ 1 次に示すのは、show file systems コマンドによる出力例です。この中には USB トークンも表示されて

います。USB モジュールが現れるのはリストの 下行です。

Router# show file systems

File Systems:

     Size(b)     Free(b)      Type  Flags  Prefixes
           -           -    opaque     rw   archive:
           -           -    opaque     rw   system:
           -           -    opaque     rw   null:
           -           -   network     rw   tftp:
*  129880064    69414912      disk     rw   flash:#
      491512      486395     nvram     rw   nvram:
           -           -    opaque     wo   syslog:
           -           -    opaque     rw   xmodem:
           -           -    opaque     rw   ymodem:
           -           -   network     rw   rcp:
           -           -   network     rw   pram:
           -           -   network     rw   ftp:
           -           -   network     rw   http:
           -           -   network     rw   scp:
           -           -   network     rw   https:
           -           -    opaque     ro   cns:
    63158272    33037312  usbflash     rw   usbflash0:
       32768         858  usbtoken     rw   usbtoken1:
16
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show usb device コマンド

show usb device コマンドを使用すると、USB トークンがシスコによりサポートされているかどうかを

判定できます。

手順の概要

1. show usb device

手順の詳細

ステップ 1 次に示すのは、show usb device コマンドによる出力例です。太字で記されているのが、モジュールが

サポートされているかどうかを示す箇所です。

Router# show usb device

Host Controller:1
Address:0x11
Device Configured:YES
Device Supported:YES
Description:eToken Pro 4254
Manufacturer:AKS
Version:1.0
Serial Number:
Device Handle:0x1010000
USB Version Compliance:1.0
Class Code:0xFF
Subclass Code:0x0
Protocol:0x0
Vendor ID:0x529
Product ID:0x514
Max. Packet Size of Endpoint Zero:8
Number of Configurations:1
Speed:Low
Selected Configuration:1
Selected Interface:0

Configuration:
    Number:1
    Number of Interfaces:1
    Description:
    Attributes:None
    Max Power:60 mA

    Interface:
        Number:0
        Description:
        Class Code:255
        Subclass:0
        Protocol:0
        Number of Endpoints:0

show usb controllers コマンド

show usb controllers コマンドを使用すると、USB フラッシュ モジュールにハードウェア上の問題が

あるかどうかを判定できます。show usb controllers コマンドの出力結果にエラーが表示された場合

は、USB モジュールにハードウェア上の問題があると考えられます。
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USB フラッシュ モジュールに対するコピー操作が正常に行われていることを確認する場合にも、この 
show usb controllers コマンドを使用できます。ファイルのコピーを実行した後で、show usb 
controllers コマンドを発行すると、データ転送が正常に行われたことを示す内容が表示されます。

手順の概要

1. show usb controllers

手順の詳細

ステップ 1 次に示すのは、使用中の USB フラッシュ モジュールの show usb controllers コマンドによる出力例で

す。

Router# show usb controllers 

Name:1362HCD
Controller ID:1
Controller Specific Information:
    Revision:0x11
    Control:0x80
    Command Status:0x0
    Hardware Interrupt Status:0x24
    Hardware Interrupt Enable:0x80000040
    Hardware Interrupt Disable:0x80000040
    Frame Interval:0x27782EDF
    Frame Remaining:0x13C1
    Frame Number:0xDA4C
    LSThreshold:0x628
    RhDescriptorA:0x19000202
    RhDescriptorB:0x0
    RhStatus:0x0
    RhPort1Status:0x100103
    RhPort2Status:0x100303
    Hardware Configuration:0x3029
    DMA Configuration:0x0
    Transfer Counter:0x1
    Interrupt:0x9
    Interrupt Enable:0x196
    Chip ID:0x3630
    Buffer Status:0x0
    Direct Address Length:0x80A00
    ATL Buffer Size:0x600
    ATL Buffer Port:0x0
    ATL Block Size:0x100
    ATL PTD Skip Map:0xFFFFFFFF
    ATL PTD Last:0x20
    ATL Current Active PTD:0x0
    ATL Threshold Count:0x1
    ATL Threshold Timeout:0xFF

Int Level:1
Transfer Completion Codes:
         Success              :920              CRC             :0       
         Bit Stuff            :0                Stall           :0       
         No Response          :0                Overrun         :0       
         Underrun             :0                Other           :0       
         Buffer Overrun       :0                Buffer Underrun :0       
Transfer Errors:
         Canceled Transfers   :2                Control Timeout :0       
Transfer Failures:
         Interrupt Transfer   :0                Bulk Transfer   :0       
18
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         Isochronous Transfer :0                Control Transfer:0       
Transfer Successes:
         Interrupt Transfer   :0                Bulk Transfer   :26      
         Isochronous Transfer :0                Control Transfer:894     

USBD Failures:
         Enumeration Failures :0                No Class Driver Found:0       
         Power Budget Exceeded:0       

USB MSCD SCSI Class Driver Counters:
         Good Status Failures :3                Command Fail    :0       
         Good Status Timed out:0                Device not Found:0       
         Device Never Opened  :0                Drive Init Fail :0       
         Illegal App Handle   :0                Bad API Command :0       
         Invalid Unit Number  :0                Invalid Argument:0       
         Application Overflow :0                Device in use   :0       
         Control Pipe Stall   :0                Malloc Error    :0       
         Device Stalled       :0                Bad Command Code:0       
         Device Detached      :0                Unknown Error   :0       
         Invalid Logic Unit Num:0       

USB Aladdin Token Driver Counters:
         Token Inserted       :1                Token Removed   :0       
         Send Insert Msg Fail :0                Response Txns   :434     
         Dev Entry Add Fail   :0                Request Txns    :434     
         Dev Entry Remove Fail:0                Request Txn Fail:0       
         Response Txn Fail    :0                Command Txn Fail:0       
         Txn Invalid Dev Handle:0       

USB Flash File System Counters:
         Flash Disconnected   :0                Flash Connected :1       
         Flash Device Fail    :0                Flash Ok        :1       
         Flash startstop Fail :0                Flash FS Fail   :0       

USB Secure Token File System Counters:
         Token Inserted       :1                Token Detached  :0       
         Token FS success     :1                Token FS Fail   :0       
         Token Max Inserted   :0                Create Talker Failures:0       
         Token Event          :0                Destroy Talker Failures:0       
         Watched Boolean Create Failures:0 

dir コマンド

dir コマンドおよび filesystem キーワード オプション usbtoken[0-9]: を使用すると、USB トークン上

にあるすべてのファイル、ディレクトリ、およびそれらの権限文字列を表示できます。

手順の概要

1. dir [filesystem: ] 

手順の詳細

ステップ 1 次の出力例は、USB トークンに関する情報を表示したものです。

Router# dir usbtoken1:

Directory of usbtoken1:/

    2  d---          64  Dec 22 2032 05:23:40 +00:00  1000
19



PKI クレデンシャルの保存

  PKI データの保管場所の設定方法
    5  d---        4096  Dec 22 2032 05:23:40 +00:00  1001
    8  d---           0  Dec 22 2032 05:23:40 +00:00  1002
   10  d---         512  Dec 22 2032 05:23:42 +00:00  1003
   12  d---           0  Dec 22 2032 05:23:42 +00:00  5000
   13  d---           0  Dec 22 2032 05:23:42 +00:00  6000
   14  d---           0  Dec 22 2032 05:23:42 +00:00  7000
   15  ----         940  Jun 27 1992 12:50:42 +00:00  mystartup-config
   16  ----        1423  Jun 27 1992 12:51:14 +00:00  myrunning-config

32768 bytes total (858 bytes free)

次の出力例は、ルータにより認識されているすべてのデバイスについてのディレクトリ情報を表示した

ものです。

Router# dir all-filesystems

Directory of archive:/

No files in directory

No space information available
Directory of system:/

    2  drwx           0                    <no date>  its
  115  dr-x           0                    <no date>  lib
  144  dr-x           0                    <no date>  memory
    1  -rw-        1906                    <no date>  running-config
  114  dr-x           0                    <no date>  vfiles

No space information available
Directory of flash:/

    1  -rw-    30125020  Dec 22 2032 03:06:04 +00:00  c3825-entservicesk9-mz.123-14.T

129880064 bytes total (99753984 bytes free)
Directory of nvram:/

  476  -rw-        1947                    <no date>  startup-config
  477  ----          46                    <no date>  private-config
  478  -rw-        1947                    <no date>  underlying-config
    1  -rw-           0                    <no date>  ifIndex-table
    2  ----           4                    <no date>  rf_cold_starts
    3  ----          14                    <no date>  persistent-data

491512 bytes total (486395 bytes free)
Directory of usbflash0:/

    1  -rw-    30125020  Dec 22 2032 05:31:32 +00:00  c3825-entservicesk9-mz.123-14.T

63158272 bytes total (33033216 bytes free)
Directory of usbtoken1:/

    2  d---          64  Dec 22 2032 05:23:40 +00:00  1000
    5  d---        4096  Dec 22 2032 05:23:40 +00:00  1001
    8  d---           0  Dec 22 2032 05:23:40 +00:00  1002
   10  d---         512  Dec 22 2032 05:23:42 +00:00  1003
   12  d---           0  Dec 22 2032 05:23:42 +00:00  5000
   13  d---           0  Dec 22 2032 05:23:42 +00:00  6000
   14  d---           0  Dec 22 2032 05:23:42 +00:00  7000
   15  ----         940  Jun 27 1992 12:50:42 +00:00  mystartup-config
   16  ----        1423  Jun 27 1992 12:51:14 +00:00  myrunning-config
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32768 bytes total (858 bytes free)

PKI データの保存に関する設定例
ここでは、次の設定例を示します。

• 「特定のローカルな保管場所への証明書の保存：例」（P.21）

• 「USB トークンへのログインと USB トークンへの RSA 鍵の保存：例」（P.22）

特定のローカルな保管場所への証明書の保存：例

次に示すのは、certs サブディレクトリに証明書を保存する場合の設定例です。ここでは、certs サブ

ディレクトリは存在しないため、自動的に作成されています。

Router# dir nvram:

114 -rw- 4687 <no date>  startup-config
115 ---- 5545 <no date>  private-config
116 -rw- 4687 <no date>  underlying-config

1 ----  34 <no date>  persistent-data
3 -rw- 707 <no date>  ioscaroot#7401CA.cer
9 -rw- 863 <no date>  msca-root#826E.cer

10 -rw- 759 <no date>  msca-root#1BA8CA.cer
11 -rw- 863 <no date>  msca-root#75B8.cer
24 -rw- 1149 <no date>  storagename#6500CA.cer
26 -rw- 863 <no date>  msca-root#83EE.cer

129016 bytes total (92108 bytes free)

Router# configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.

Router(config)# crypto pki certificate storage disk0:/certs
Requested directory does not exist -- created
Certificates will be stored in disk0:/certs/

Router(config)# end
Router# write
*May 27 02:09:00:%SYS-5-CONFIG_I:Configured from console by consolemem
Building configuration...
[OK]

Router# directory disk0:/certs

Directory of disk0:/certs/

14 -rw- 707 May 27 2005 02:09:02 +00:00 ioscaroot#7401CA.cer
15 -rw- 863 May 27 2005 02:09:02 +00:00 msca-root#826E.cer
16 -rw- 759 May 27 2005 02:09:02 +00:00 msca-root#1BA8CA.cer
17 -rw- 863 May 27 2005 02:09:02 +00:00 msca-root#75B8.cer
18 -rw- 1149 May 27 2005 02:09:02 +00:00 storagename#6500CA.cer
19 -rw- 863 May 27 2005 02:09:02 +00:00 msca-root#83EE.cer

47894528 bytes total (20934656 bytes free)

! The certificate files are now on disk0/certs:
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USB トークンへのログインと USB トークンへの RSA 鍵の保存：例

次に示すのは、USB トークンにログインして RSA 鍵を生成し、その RSA 鍵を USB トークンに保存す

る場合の設定例です。

! Configure the router to automatically log into the eToken
configure terminal
crypto pki token default user-pin 0 1234567890

! Generate RSA keys and enroll certificates with the CA.
crypto pki trustpoint IOSCA
enrollment url http://10.23.2.2
exit

crypto ca authenticate IOSCA
Certificate has the following attributes:
       Fingerprint MD5:23272BD4 37E3D9A4 236F7E1A F534444E
      Fingerprint SHA1:D1B4D9F8 D603249A 793B3CAF 8342E1FE 3934EB7A

% Do you accept this certificate? [yes/no]:yes
Trustpoint CA certificate accepted.
crypto pki enroll
crypto pki enroll IOSCA
%
% Start certificate enrollment ..
% Create a challenge password. You will need to verbally provide this
   password to the CA Administrator in order to revoke your certificate.
   For security reasons your password will not be saved in the configuration.
   Please make a note of it.

Password:
Re-enter password:

% The subject name in the certificate will include:c2851-27.cisco.com
% Include the router serial number in the subject name? [yes/no]:no
% Include an IP address in the subject name? [no]:no
Request certificate from CA? [yes/no]:yes
% Certificate request sent to Certificate Authority
% The 'show crypto ca certificate IOSCA verbose' command will show the fingerprint.

*Jan 13 06:47:19.413:CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint MD5:E6DDAB1B
 0E30EFE6 54529D8A DA787DBA
*Jan 13 06:47:19.413:CRYPTO_PKI: Certificate Request Fingerprint SHA1:3B0F33B
7 57C02A10 3935042B C4B6CD3D 61039251
*Jan 13 06:47:21.021:%PKI-6-CERTRET:Certificate received from Certificate Authority
! Issue the write memory command, which will automatically save the RSA keys to the eToken 
! instead of private NVRAM.
Router# write memory
Building configuration...
[OK]

*Jan 13 06:47:29.481:%CRYPTO-6-TOKENSTOREKEY:Key c2851-27.cisco.com stored on
Cryptographic Token eToken Successfully

次に示すのは、USB トークンから正常にロードされた保存済みクレデンシャルの show crypto key 
mypubkey rsa コマンドによる出力例です。USB トークン上に保存されているクレデンシャルは、保

護領域内に存在します。USB トークン上にクレデンシャルを保存する場合、それらのファイルは 
/keystore というディレクトリに保存されます。ただし、鍵ファイルは、Command-Line Interface

（CLI; コマンドライン インターフェイス）では表示されません。

Router# show crypto key mypubkey rsa

% Key pair was generated at:06:37:26 UTC Jan 13 2005
Key name:c2851-27.cisco.com
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 Usage:General Purpose Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  305C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00034B00 30480241 00E3C644 43AA7DDD
  732E0F4E 3CA0CDAB 387ABF05 EB8F22F2 2431F1AE 5D51FEE3 FCDEA934 7FBD3603
  7C977854 B8E999BF 7FC93021 7F46ABF8 A4BA2ED6 172D3D09 B5020301 0001
% Key pair was generated at:06:37:27 UTC Jan 13 2005
Key name:c2851-27.cisco.com.server
 Usage:Encryption Key
 Key is not exportable.
 Key Data:
  307C300D 06092A86 4886F70D 01010105 00036B00 30680261 00DD96AE 4BF912EB
  2C261922 4784EF98 2E70E837 774B3778 7F7AEB2D 87F5669B BF5DDFBC F0D521A5
  56AB8FDC 9911968E DE347FB0 A514A856 B30EAFF4 D1F453E1 003CFE65 0CCC6DC7
  21FBE3AC 2F8DEA16 126754BC 1433DEF9 53266D33 E7338C95 BB020301 0001

その他の参考資料
ここでは、PKI データの保存に関する関連資料について説明します。

関連資料

内容 参照先

ルータへの USB モジュールの接続 『Cisco Access Router USB Flash Module and USB eToken Hardware 
Installation Guide』

eToken および USB フラッシュのデータ シート 『USB eToken and USB Flash Features Support』 

RSA キー 「Deploying RSA Keys Within a PKI」 

ファイル管理（ファイルのロード、コピー、および再

起動）

『Cisco IOS Configuration Fundamentals Configuration Guide』
（Cisco.com）

USB トークンによる RSA 処理：証明書サーバの設定 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring and Managing a Cisco IOS Certificate Server for PKI 
Deployment」の章

「Generating a Certificate Server RSA Key Pair」、「Configuring a 
Certificate Server Trustpoint」、および関連する例を参照してください。

USB トークンの RSA 処理：初期自動登録時における 
USB トークンを使用した RSA 処理 

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring Certificate Enrollment for a PKI」

「Configuring Certificate Enrollment or Autoenrollment」を参照し

てください。

SDP のセットアップ、設定、および USB トークンと

の使用

『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Setting Up Secure Device Provisioning (SDP) for Enrollment in a 
PKI」 

SDP および USB トークンを使用した PKI クレデンシャルの配置に

関連する機能の名称については、機能情報を参照してください。
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_deploy_RSA_piki.html
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport
24
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PKI クレデンシャルの保存に関する機能情報 
表 2 に、この機能のリリース履歴を示します。

この技術のうち、ここに記載されていない機能の詳細については、「Implementing and Managing PKI 
Features Roadmap」を参照してください。ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コ

マンドの中に一部使用できないものがあります。特定のコマンドに関するリリース情報については、コ

マンド リファレンス マニュアルを参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。

Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 2 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

.

表 2 PKI クレデンシャルの保存に関する機能情報

機能名 リリース 機能情報

USB トークンと Secure Device Provisioning
（SDP）の連携機能

12.4(15)T この機能を使用すると、USB トークンと SDP とを連携さ

せて、リモート デバイスをプロビジョニングできます。

この機能に関する詳細については、本マニュアルの次の

各項を参照してください。

• 「USB トークンの応用上の利点」

• 「USB トークンにおける管理機能の設定」

次のコマンドがこの機能で導入されました。

binary file、crypto key move rsa、template file

（注） このドキュメントでは、配置作業に USB トークン

および SDP を使用することの利点が述べられてい

ます。この機能に関連するその他のドキュメント

については、「関連資料」を参照してください。
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Cisco IOS USB トークン PKI の拡張機能：

フェーズ 2
12.4(11)T この機能では、USB トークンを暗号装置として使用する

ことにより、USB トークンの機能を拡張します。USB 
トークンをキー生成、署名、認証などの RSA 処理に使

用できます。

この機能に関する詳細については、本マニュアルの次の

各項を参照してください。

• 「USB トークンの応用上の利点」

• 「USB トークンへのログインと USB トークンの設定」

• 「USB トークンにおける管理機能の設定」

（注） このドキュメントでは、USB トークンおよびそ

こに保存されている鍵を使用して RSA 処理を行

うことの利点が述べられています。この機能に関

連するその他のドキュメントについては、「関連

資料」を参照してください。

USB ストレージ PKI 拡張機能 12.4(4)T

12.4(11)T

この拡張機能により、自動ログインに使用する USB 
トークンの PIN に対するセキュリティが強化されたほ

か、USB トークンの設定や RSA 鍵の保存をより柔軟に

行えるようになっています。

Cisco IOS Release 12.4(11)T により、NPE-G2 に対する 
USB ストレージが初めてサポートされました。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「USB トークンの設定」

• 「USB トークンにおける管理機能の設定」

この機能では、次の各コマンドが新たに導入または変更

されています。

crypto key storage、crypto pki generate rsa, crypto 
pki token encrypted-user-pin、crypto pki token label、
crypto pki token lock、crypto pki token secondary 
unconfig、crypto pki token unlock

表 2 PKI クレデンシャルの保存に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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証明書：保管場所の指定 12.2(33)SXH

12.2(33)SRA

12.4(2)T

この機能を使用すると、証明書を個別のファイルとして

保存する機能をサポートしているプラットフォームにお

いて、ローカル証明書の保管場所を指定できます。シス

コのプラットフォームはすべて、デフォルトの保管場所

として使用する NVRAM、およびフラッシュ ローカル 
ストレージをサポートしています。ご使用のプラット

フォームによっては、ブートフラッシュ、スロット、

ディスク、USB フラッシュ、USB トークンなど、サ

ポートされているその他のローカル ストレージを使用で

きます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「ローカルな保管場所への証明書の保存」

• 「証明書のローカルな保管場所の指定」

• 「特定のローカルな保管場所への証明書の保存：例」

この機能では、crypto pki certificate storage および 
show crypto pki certificates storage の各コマンドが新

たに導入されています。

USB ストレージ 12.3(14)T

12.4(11)T

この機能により、シスコ ルータの一部のモデルで USB 
トークンがサポートされるようになりました。USB トー

クンを使用すると、設定をセキュアに配布できます。ま

たユーザは、USB トークンを使用して、配置する VPN 
クレデンシャルを保存できます。

Cisco IOS Release 12.4(11)T により、NPE-G2 に対する 
USB ストレージが初めてサポートされました。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照して

ください。

• 「PKI クレデンシャルと USB トークン」

• 「シスコのルータにおける USB トークンの設定と使用」

• 「USB トークンに関するトラブルシューティング」

• 「USB トークンへのログインと USB トークンへの 
RSA 鍵の保存：例」

この機能では、次の各コマンドが新たに導入または変更

されています。

copy、crypto pki token change-pin、crypto pki token 
login、crypto pki token logout、crypto pki token 
max-retries、crypto pki token removal timeout、
crypto pki token secondary config、crypto pki token 
user-pin、debug usb driver、dir、show usb 
controllers、show usb device、show usb driver、show 
usbtoken

ソフトウェア暗号エンジンサポートでの RSA 
4096 ビット キー生成

15.1(1)T crypto key generate rsa コマンドの modulus キーワー

ドの値の範囲は、360 ～ 2048 ビットから 360 ～ 4096 
ビットに拡張されました。

表 2 PKI クレデンシャルの保存に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、

偶然の一致によるものです。

© 2007–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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CA における発信トラフィックの送信元イン
ターフェイス選択機能

Certificate Authority（CA; 認証局）における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能に

より、指定のトラストポイントが設定されたときに、インターフェイスのアドレスをそのトラストポイ

ントと関連付けられたすべての TCP 接続の送信元アドレスとして使用するよう設定できます。

CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能の仕様

プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージの各サポート情報を検索するには

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco IOS ソフトウェア イメージ

の各サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスできます。アクセスには、Cisco.com の
アカウントが必要です。アカウントを持っていないか、ユーザ名またはパスワードが不明の場合は、ロ

グイン ダイアログボックスの [Cancel] をクリックし、表示される指示に従ってください。

この章の構成
• 「CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能の詳細」（P.2）

• 「CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能の設定方法」（P.3）

• 「CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能の設定例」（P.5）

機能の履歴

リリース 変更点

12.2(15)T この機能が追加されました。

サポートされているプラットフォーム

Cisco 1600、Cisco 1600R、Cisco 1710、Cisco 1720、Cisco 1750、Cisco 1751、Cisco 1760、
Cisco 2400、Cisco 2610–2613、Cisco 2610XM–2611XM、Cisco 2620–2621、
Cisco 2620XM–2621XM、Cisco 2650–2651、Cisco 2650XM–2651XM、Cisco 2691、Cisco 3620、
Cisco 3631、Cisco 3640、Cisco 3660、Cisco 3725、Cisco 3745、Cisco 7100、Cisco 7200、
Cisco 7400、Cisco 7500、Cisco 801–Cisco 806、Cisco 811、Cisco 813、Cisco 828、
Cisco 8850-RPM、Cisco AS5300、Cisco AS5350、Cisco AS5400、Cisco AS5800、
Cisco MC3810、Cisco ubr7200、Cisco ubr905、Cisco ubr925
© 2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.
Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 . All rights reserved.

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp


CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能

  CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能の詳細
• 「その他の参考資料」（P.6）

• 「コマンド リファレンス」（P.7）

• 「用語集」（P.8）

CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス
選択機能の詳細

CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能を設定するには、次の概念を理解し

ておく必要があります。

• 「エンティティを識別する証明書」（P.2）

• 「トラストポイントに関連付けられた発信 TCP 接続の送信元インターフェイス」（P.2）

エンティティを識別する証明書

証明書を使用して、エンティティを識別できます。認証局（CA）とも呼ばれるトラステッド サーバに

より、エンティティの ID を決定した後にエンティティに証明書が発行されます。Cisco IOS ソフト

ウェアを実行しているルータは、CA にネットワーク接続することでその証明書を取得します。Simple 
Certificate Enrollment Protocol（SCEP）を使用して、ルータはその証明書要求を CA に送信し、許可

された証明書を受信します。ルータは、SCEP を使用した場合と同様に CA の証明書を取得します。リ

モート デバイスからの証明書を検証する場合、ルータは再度 CA または Lightweight Directory Access 
Protocol（LDAP）サーバあるいは HTTP サーバに連絡して、リモート デバイスの証明書が失効してい

るかどうか判断できます（このプロセスは、Certificate Revocation List（CRL; 証明書失効リスト）の

チェックとも呼ばれています）。

設定によっては、有効またはルーティング可能な IP アドレスを持たないインターフェイスを使用して

発信 TCP 接続を実行できる場合があります。ユーザは、異なるインターフェイスのアドレスを発信接

続の送信元 IP アドレスとして使用するよう指定する必要があります。この要件の具体例としてケーブ

ル モデムがあります。発信ケーブル インターフェイス（RF インターフェイス）には通常、ルーティン

グ可能なアドレスがないためです。ただし、ユーザ インターフェイス（通常はイーサネット）には有

効な IP アドレスはありません。

トラストポイントに関連付けられた発信 TCP 接続の送信元インターフェイス

トラストポイントを指定するには、crypto ca trustpoint コマンドを使用します。インターフェイスの

アドレスを、そのトラストポイントに関連付けられたすべての発信 TCP 接続の送信元アドレスとして

指定する場合は、source interface コマンドも crypto ca trustpoint コマンドとともに使用します。

（注） インターフェイス アドレスが source interface コマンドを使用して指定されていない場合は、発信イ

ンターフェイスのアドレスが使用されます。
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CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス
選択機能の設定方法

ここでは、次の手順について説明します。

• 「トラストポイントに関連付けられたすべての発信 TCP 接続のインターフェイスの設定」（P.3）

トラストポイントに関連付けられたすべての発信 TCP 接続のインターフェ
イスの設定

トラストポイントに関連付けられたすべての発信 TCP 接続の送信元アドレスとして使用するインター

フェイスを設定するには、次の作業を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ca trustpoint name

4. enrollment url url

5. source interface interface-address

6. interface type slot/port

7. description string

8. ip address ip-address mask

9. interface type slot/port

10. description string

11. ip address ip-address mask

12. crypto map map-name

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ca trustpoint name

例：

Router (config)# crypto ca trustpoint ms-ca

ルータが使用する認証局（CA）を宣言し、CA トラストポ

イント コンフィギュレーション モードを開始します。
3
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ステップ 4 enrollment url url

例：

Router (ca-trustpoint)# enrollment url 
http://yourname:80/certsrv/mscep/mscep.dll

CA の登録パラメータを指定します。

ステップ 5 source interface interface-address

例：

Router (ca-trustpoint)# interface ethernet 0

そのトラストポイントに関連付けられたすべての発信 TCP 
接続の送信元アドレスとして使用するインターフェイス。

ステップ 6 interface type slot/port

例：

Router (ca-trustpoint)# interface ethernet 1

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。

ステップ 7 description string

例：

Router (config-if)# description inside 
interface

インターフェイスの設定に説明を加えます。

ステップ 8 ip address ip-address mask

例：

Router (config-if)# ip address 10.1.1.1 
255.255.255.0

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。

ステップ 9 interface type slot/port

例：

Router (config-if)# interface ethernet1/0

インターフェイス タイプを設定します。

ステップ 10 description string

例：

Router (config-if)# description outside 
interface 10.1.1.205 255.255.255.0

インターフェイスの設定に説明を加えます。

ステップ 11 ip address ip-address mask

例：

Router (config-if)# ip address 10.2.2.205 
255.255.255.0

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。

ステップ 12 crypto map map-name

例：

Router (config-if)# crypto map mymap

インターフェイスに対して以前に定義されたクリプト マッ

プ セットを適用します。

コマンドまたはアクション 目的
4



CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能

  CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能の設定例
トラブルシューティングのヒント 

コマンドで指定されたインターフェイスのアドレスが有効であることを確認します。指定されたイン

ターフェイスのアドレスを使用して別のデバイス（可能性としては CRL を処理している HTTP または 
LDAP サーバ）からルータに ping を実行します。外部デバイスからルータへのトレースルートを使用

しても同じことができます。

Cisco IOS Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）を使用して、ルータと 
CA または LDAP サーバ間の接続をテストすることもできます。ping ip コマンドを入力し、プロンプ

トに回答します。「Extended commands [n]:」プロンプトに「はい」と回答すると、送信元アドレスま

たはインターフェイスが指定できるようになります。

また、Cisco IOS CLI を使用して traceroute コマンドを入力できます。traceroute ip コマンド（EXEC 
モード）を入力すると、宛先および送信元アドレスを求めるプロンプトが表示されます。CA または 
LDAP サーバを、宛先および送信元アドレスの「送信元インターフェイス」として指定されたイン

ターフェイスのアドレスとして指定する必要があります。

CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス
選択機能の設定例

ここでは、次の例について説明します。

• 「CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能の例」（P.5）

CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能の例

次に、ルータが支社にある例を示します。ルータは IP Security（IPSec; IP セキュリティ）を使用して

本社と通信します。イーサネット 1 は、Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロ

バイダー）に接続する「外部」インターフェイスです。イーサネット 0 は、支社の LAN に接続された

インターフェイスです。本社にある CA サーバにアクセスするには、ルータは IPSec トンネルを使用し

てその IP データグラムを外部インターフェイスであるイーサネット 1（アドレス 10.2.2.205）に送信

する必要があります。アドレス 10.2.2.205 は ISP により割り当てられています。アドレス 10.2.2.205 
は支社または本社の一部ではありません。

CA は、ファイアウォールがあるため、社外のアドレスにはアクセスできません。CA は 10.2.2.205 か
ら発信されたメッセージを確認しますが、応答はできません（つまり、CA は、ルータが支社の到達可

能なアドレス 10.1.1.1 にあることを認識していません）。

source interface コマンドを追加すると、ルータはアドレス 10.1.1.1 を CA に送信される IP データグ

ラムの送信元アドレスとして使用するよう指示されます。CA は 10.1.1.1 に応答できます。

このシナリオは、上記の source interface コマンドとインターフェイス アドレスを使用して設定され

ています。

crypto ca trustpoint ms-ca
 enrollment url http://ms-ca:80/certsrv/mscep/mscep.dll
 source interface ethernet0
!
interface ethernet 0
 description inside interface
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.0
!
interface ethernet 1
 description outside interface
 ip address 10.2.2.205 255.255.255.0
 crypto map main-office
5



CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能

  その他の参考資料
その他の参考資料
CA における発信トラフィックの送信元インターフェイス選択機能に関するその他の情報については、

次の関連資料を参照してください。

関連資料

規格

MIB

選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セットの 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://tools.cisco.com/ITDIT/MIBS/servlet/index

Cisco MIB Locator で必要な MIB 情報がサポートされていない場合、サポート対象 MIB のリストを取

得し、次の URL にある Cisco MIB ページから MIB をダウンロードすることもできます。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml

Cisco MIB Locator にアクセスするには、Cisco.com のアカウントが必要です。アカウント情報を忘れ

たり、紛失したりした場合は、空の E メールを cco-locksmith@cisco.com に送信してください。自動

チェックによって、E メール アドレスが Cisco.com に登録されているかどうかが確認されます。

チェックが正常に終了したら、ランダムな新しいパスワードとともにアカウントの詳細が E メールで

届きます。資格のあるユーザは、Cisco.com のアカウントを作成できます。次の URL にある指示に

従ってください。

http://www.cisco.com/register

内容 参照先

IPsec と認証局の設定 「Security for VPNs with IPsec」

IPsec と認証局に関するコマンド 『Cisco IOS Security Command Reference』

規格 タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格や変更さ

れた規格はありません。

–

MIB MIB リンク

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。

プラットフォームおよび Cisco IOS ソフトウェア リリースによりサ

ポートされている MIB のリストを入手し、MIB モジュールをダウ

ンロードするには、Cisco.com の次のシスコ MIB Web サイトの 
URL にアクセスしてください。

http://www.cisco.com/public/sw-center/netmgmt/cmtk/mibs.shtml
6
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  コマンド リファレンス
RFC

シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• source interface

これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してください。

Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）にアクセスするか、または『Master Command List』を

参照してください。

RFC タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC や変更

された RFC はありません。

–

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport
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  用語集
用語集
CA：Certificate Authority（CA; 認証局）。CA はデジタル証明書を発行するエンティティ（特に X.509 
証明書）で、証明書のデータ項目間のバインディングを保証します。

CA 認証：ユーザはルート CA からの証明書を手動で承認します。通常は、証明書のフィンガープリン

トがユーザに提示され、ユーザはフィンガープリントに基づく証明書を承認するよう求められます。

ルート CA の証明書は、通常の証明書確認プロセスで自動的に認証できないよう、自ら署名（自己署

名）されます。

CRL：Certificate Revocation List（CRL; 証明書失効リスト）。CRL は、発行者により無効にされたデ

ジタル証明書をそれらの期限満了予定までに列挙するデータ構造です。

LDAP：Lightweight Directory Access Protocol。LDAP は、X.500 ディレクトリに読み書きインタラ

クティブ アクセスできる、管理アプリケーションおよびブラウザ アプリケーションにアクセスできる

プロトコルです。

証明書：エンティティ（マシンまたはユーザ）をそのエンティティの公開鍵と関連付けるため 
International Organization for Standardization（ISO; 国際標準化機構）規格 X.509 で定義された

データ構造。証明書には、エンティティの名前など特定のフィールドが含まれています。証明書は通常

は、エンティティに代わって CA により発行されます。この場合は、ルータが CA としての役割を果た

します。証明書内の共通フィールドには、エンティティの Distinguished Name（DN; 認定者名）、証

明書を発行している認証局の DN、およびエンティティの公開鍵があります。

登録：ルータは登録プロセス経由でその証明書を受信します。ルータは、（PKCS #10 と呼ばれる）特

定の形式で証明書の要求を生成します。その要求は CA に転送され、CA は要求を許可し、要求と同じ

形式に符号化された証明書を生成します。ルータは許可された証明書を受信し、通常操作中に使用する

ため、内部データベースに保管します。

認証：ID の証明書および ID がもたらす秘密を使用してエンティティの ID を証明すること（通常は、

公開鍵は証明書の公開鍵に対応します）。

（注） この用語集に記載されていない用語については、『Internetworking Terms and Acronyms』を参照してく

ださい。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2007–2009 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2007–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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Dynamic Multipoint VPN（DMVPN）

Dynamic Multicast VPN 機能を使用すると、Generic Routing Encapsulation（GRE; 総称ルーティング 
カプセル化）トンネル、IP Security（IPsec; IP セキュリティ）暗号化、および Next Hop Resolution 
Protocol（NHRP）を組み合せることにより、目的に合せて大小さまざまな規模の IPsec Virtual Private 
Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）を構築できます。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「DMVPN に関する機能情報」（P.50）を参照してく

ださい。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスしてください。Cisco.com のアカウント

は必要ありません。

この章の構成
• 「DMVPN を使用するための前提条件」（P.2）

• 「DMVPN の制約事項」（P.2）

• 「DMVPN について」（P.4）

• 「DMVPN の設定方法」（P.11）

• 「DMVPN 機能の設定例」（P.29）

• 「その他の参考資料」（P.48）

• 「コマンド リファレンス」（P.49）

• 「DMVPN に関する機能情報」（P.50）

• 「用語集」（P.51）

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
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  DMVPN を使用するための前提条件
DMVPN を使用するための前提条件
• Multipoint GRE（mGRE; マルチポイント GRE）および IPsec トンネルを確立するためには、

crypto isakmp policy コマンドを使用して、Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エ
クスチェンジ）ポリシーを定義しておく必要があります。

• 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 透過性が有効であれば、（User Datagram 
Protocol（UDP; ユーザ データグラム プロトコル）ポートを使用して 2 つの IP アドレスを区別す

る Peer Address Translation（PAT; ピア アドレス変換）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。

• DMVPN 内のトラフィック セグメンテーション（2547oDMVPN）をイネーブルにするには、

mpls ip コマンドを使用して、Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコル ラベル ス
イッチング）を設定する必要があります。

DMVPN の制約事項
• この機能の特長である「スポークツースポーク トンネルのダイナミック作成」を活用するために

は、Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP; インターネット セ
キュリティ アソシエーションおよび鍵管理プロトコル）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。

（注） 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れば外部から 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。

• DMVPN ネットワークのポイントツーポイント 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 インターフェイスの下での keepalive コマンド）はサ

ポートされていません。

• DMVPN の機能性を 大限に引き出すためにも、 新の Cisco IOS ソフトウェア リリース 12.4 
mainline、12.4T、または 12.2(18)SXF を使用することを推奨します。

• NAT のタイプが共に PAT である 2 つの NAT デバイスのそれぞれの後にスポークが配置されてい

る場合、その 2 つのスポーク間でセッションが開始されても、その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 FastEthernet0/1 overload

Cisco 6500 および Cisco 7600 における DMVPN サポート

Cisco 6500 および Cisco 7600 におけるブレードツーブレード スイッチオーバー

• DMVPN では、Cisco 6500 および Cisco 7600 におけるブレードツーブレード スイッチオーバーは

サポートされていません。

DMVPN ハブとしての Cisco 6500 および Cisco 7600
• DMVPN ハブとして機能する Cisco 6500 または Cisco 7600 は、NAT ルータの後に配置できせん。
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Dynamic Multipoint VPN（DMVPN）

  DMVPN の制約事項
• Cisco 6500 または Cisco 7600 が DMVPN ハブとして機能している場合は、NAT の後にあるス

ポークにそれぞれ Cisco 6500 または Cisco 7600 を使用するか、ルータを Cisco IOS ソフトウェア 
リリース 12.3(11)T02 以降にアップグレードする必要があります。

DMVPN スポークとしての Cisco 6500 または Cisco 7600
• Cisco 6500 または Cisco 7600 が スポークとして機能している場合は、ハブを NAT の後に配置で

きません。

• Cisco 6500 または Cisco 7600 が DMVPN スポークとして機能している場合は、ハブとしてそれぞ

れ Cisco 6500 または Cisco 7600 を使用するか、ルータを Cisco IOS ソフトウェア リリース 
12.3(11)T02 以降にアップグレードする必要があります。

DMVPN ハブまたは DMVPN スポークとしてのスーパーバイザ エンジン

• DMVPN ハブまたは DMVPN スポークとして使用できるスーパーバイザ エンジンは、スーパーバ

イザ エンジン 720 だけです。スーパーバイザ エンジン 2 は使用できません。

GRE による暗号化マルチキャスト

• Cisco 6500 および Cisco 7600 では、GRE による暗号化マルチキャストはサポートされていません。

mGRE インターフェイス

• 同一の DMVPN ノード上に 2 つの mGRE インターフェイスが存在し、そのどちらもトンネル キー

を持たない場合、それぞれの mGRE インターフェイスに対して一意のトンネル送信元アドレス

（またはインターフェイス）を設定する必要があります。

• Cisco 6500 または Cisco 7600 では、各 GRE インターフェイス（マルチポイントまたはポイント

ツーポイント）に対して一意のトンネル送信元アドレス（またはインターフェイス）を設定する必

要があります。

• ip tcp adjust-mss、qos pre-classify tunnel vrf、tunnel path-mtu-discovery、および tunnel vrf 
の各コマンドは、DMVPN での mGRE ではサポートされていません。

サービス品質（QoS）

• Cisco 6500 または Cisco 7600 では、DMVPN パケットに対して QoS は使用できません。

トンネル キー

• GRE（マルチポイントまたはポイントツーポイント）インターフェイスのトンネル キーは、Cisco 
6500 プラットフォームまたは Cisco 7600 プラットフォーム上の ASIC スイッチング ハードウェア

では使用できません。トンネル キーを設定した場合、スループット パフォーマンスが著しく低下

します。

• Cisco IOS Release 12.3(11)T3 およびリリース 12.3(14)T では、mGRE インターフェイスにトンネ

ル キーを設定しなければならないという要件はなくなりました。そのため、DMVPN ノードとし

て Cisco 6500 または Cisco 7600 を使用している DMVPN ネットワークでは、Cisco 6500 プラッ

トフォームまたは Cisco 7600 プラットフォームのスループット パフォーマンスを維持できるよう

に、すべての DMVPN ノードからトンネル キーを削除することを推奨します。

• DMVPN ネットワーク内に、トンネル キーが設定されていない DMVPN ノードが 1 つでもある場

合は、すべての DMVPN ノードに対してトンネル キーを設定しないようにする必要があります。

VRF-Aware DMVPN のシナリオ

• Customer Equipment（CE; カスタマー装置）の DMVPN スポークが、MPLS クラウド全体にある

他の CE と通信する必要がある場合は、Provider Equipment（PE; プロバイダー装置）の DMVPN 
ハブに対して mls mpls tunnel-recir コマンドを設定する必要があります。
3
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• mGRE インターフェイスを設定する際は IP 大伝送ユニットとして十分大きな値を指定すること

を推奨します（ルート プロセッサでフラグメンテーションが実行されないようにするには 1400 パ
ケット）。

• Enhanced Interior Gateway Routing Protocol（EIGRP）は使用しないことを推奨します。

DMVPN について
DMVPN 機能を設定するためには、次の概念を理解しておく必要があります。

• 「DMVPN の特長」（P.4）

• 「DMVPN の機能設計」（P.5）

• 「IPsec プロファイル」（P.6）

• 「VRF 統合 DMVPN」（P.6）

• 「DMVPN：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」（P.7）

• 「NAT 透過性対応 DMVPN」（P.9）

• 「DMVPN でのコール アドミッション制御」（P.10）

• 「NHRP のレート制限メカニズム」（P.10）

DMVPN の特長

ハブ ルータ設定の軽減

• ハブ ルータでは現在、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。
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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（送信元スポーク ルータへの要求を処理する NHRP サーバの役割はハブ ルータが受

け持ちます）。この 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。

VRF 統合 DMVPN
• サービス プロバイダーにより導入された Multiprotocol Label Switching（MPLS; マルチプロトコ

ル ラベル スイッチング）ネットワークは、DMVPN を使用することで、その機能性を拡張できま

す。これにより、ハブおよびスポークの設定が容易になるほか、ダイナミックにアドレス指定され

る Customer Premises Equipment（CPE; 宅内装置）のサポートや、ゼロタッチ プロビジョニング

による DMVPN へのスポークの追加が可能となります。

DMVPN の機能設計

DMVPN 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 プロトコルの 1 つ。ハブがサーバの役割を果たし、スポークがクラ

イアントとして機能します。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。

図 1 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
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• 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。

• 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。

• マルチポイント GRE インターフェイスを介してスポークツースポーク トンネルが構成されます。

• スポーク間にトラフィックが発生するたびに、オンデマンドでスポークツースポーク リンクが確

立されます。スポークツースポーク リンクが確立されると、パケットはハブをバイパスし、ス

ポークツースポーク トンネルを使用できるようになります。

（注） スポークツースポーク トンネルに対して不稼動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 Security Association（SA; 
セキュリティ アソシエーション））。

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。

VRF 統合 DMVPN
VPN Routing and Forwarding（VRF; VPN ルーティング /転送）統合 DMVPN を使用すると、

DMVPN マルチポイント インターフェイスを MPLS VPN にマッピングできます。このマッピングによ

り、Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）は、ネットワークに接続

されていない環境（ブランチ オフィスなど）をそれぞれの MPLS VPN にマッピングすることによっ

て、既存の MPLS VPN サービスを拡張できます。CE ルータは、DMVPN PE ルータで終端され、トラ

フィックは MPLS VPN の VRF インスタンスに配置されます。

DMVPN と MPLS VPN は、次の 2 つの方法で通信できます。

1. ip vrf forwarding コマンドを使用して、データ IP パケット（mGRE/IPsec トンネル内部のパケッ

ト）を MPLS VPN に投入します。ip vrf forwarding コマンドは、Cisco IOS Release 12.3(6) およ

びリリース 12.3(7)T の DMVPN でサポートされています。

2. tunnel vrf コマンドを使用して、MPLS VPN 内の mGRE/IPsec トンネル パケットそのものを転送

（ルーティング）します。tunnel vrf コマンドは、Cisco IOS Release 12.3(11)T でサポートされて

いますが、Cisco IOS Release 12.2(18)SXE ではサポートされていません。

（注） VRF の場合、クリアテキストのデータ IP パケットは、ip vrf forwarding コマンドを使用して転送さ

れ、暗号化されたトンネル IP パケットは、tunnel vrf コマンドを使用して転送されます。
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ip vrf forwarding コマンドと tunnel vrf コマンドは、同時に使用することもできます。同時に使用す

る場合、各コマンドの VRF 名は同じであっても異なっていても構いません。

クリアテキストのデータ IP パケットを VRF へ転送する方法の詳細については、「VRF へのクリアテキ

スト データ IP パケット転送の設定」を参照してください。暗号化されたトンネル パケットを VRF へ
転送するための設定方法については、「VRF への暗号化トンネル パケット転送の設定」を参照してく

ださい。

VRF の設定に関する詳細については、「関連資料」のリファレンスを参照してください。

図 2 は、VRF 統合 DMVPN の典型的なシナリオを示したものです。

図 2 VRF 統合 DMVPN

DMVPN：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 Release 12.4(11)T は、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。VRF インスタンスには、MPLS を使用して、その送信元および宛先を示す

ラベルが付けられています。

図 3 に示す図と、それに続く箇条書きは、DMVPN 内におけるトラフィック セグメンテーションのし

くみを説明したものです。
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図 3 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（Multiprotocol Border Gateway Protocol（MP-iBGP; 
マルチプロトコル ボーダー ゲートウェイ プロトコル）ペアリング）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 VPNv4 プレフィ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. ハブでは、スポーク B にルートをアドバタイズする際、ラベルが Y に変更されます。

3. スポーク B では、スポーク A に送信すべきトラフィックがあると、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. ハブでは、ラベル Y を削除し、ラベル X を適用することで、VPN ラベルの付け替えが行われ、そ

の上でトラフィックがスポーク A に送信されます。
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NAT 透過性対応 DMVPN
DMVPN スポークは通常、NAT ルータの後に配置されます。この NAT ルータは通常、スポーク サイ

トの ISP により制御され、その外部インターフェイス アドレスは、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ます（Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特

別調査委員会）の RFC 1918 で規定）。

Cisco IOS の 12.3(6) および 12.3(7)T よりも前のリリースでは、これらのスポーク ルータが DMVPN 
ネットワークに関与するためには、IPsec トンネル モードを使用する必要がありました。さらに、割り

当てられた外部インターフェイスのプライベート IP は、DMVPN ネットワーク全体の中で一意である

ことが必要でした。ISAKMP および IPsec では、NAT-Transparency（NAT-T; NAT 透過性）のネゴシ

エーションと、このスポークのプライベート IP アドレスに関して正しい NAT パブリック アドレスを

「学習」できますが、NHRP では、そのマッピング エントリとして、スポークのプライベート IP アド

レスを「参照」して使用することしかできません。NAT 透過性対応 DMVPN の機能拡張により、現在 
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、マッピングに対する NAT パブリック アドレスを学習して使用できるように

なっています。スポークのプライベート インターフェイス IP アドレスが DMVPN ネットワーク全体の

中で一意でなければならないという制限はなくなりました。NAT の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、新しい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。

Cisco IOS Release 12.3(9a) およびリリース 12.3(11)T では、ハブ DMVPN ルータをスタティック NAT 
の後に配置できる機能も追加されています。これは、ISAKMP NAT-T サポートの一環として変更され

たものです。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。

図 4 は、NAT 透過性対応 DMVPN のシナリオを図示したものです。

（注） Cisco IOS の 12.4(6)T 以前のリリースでは、NAT の後に配置された 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 トンネルには関与しません。NAT の後に配置されたスポークを送

信元または宛先とするトラフィックは、DMVPN ハブ ルータを使用して転送されます。同一の 
DMVPN ネットワーク内にあって、NAT の後に配置されていない 2 つの DMVPN スポーク間には、ダ

イナミック ダイレクト スポークツースポーク トンネルを作成できます。

Cisco IOS の 12.4(6)T 以降のリリースでは、NAT の後に配置された 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 トンネルに関与できます。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 /スポーク

接続の場合でも、スポークは、スポーク /ハブ接続の場合と同じ外部 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。ただし、それらのス

ポーク間には、ダイレクト スポーク /スポーク トンネルを構成できない場合があります。スポーク /ス
ポーク トンネルを構成できない場合、スポーク /スポーク パケットは、スポーク /ハブ /スポーク パス

を介して転送されることになります。
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図 4 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 IKE SA 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 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関する詳細については、「関連資料」のリファレンスを参照しください。

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。デフォルトの制限数は、1 インターフェイスあたり 10 秒間に 100 パ
ケットで、設定には ip nhrp max-send コマンドを使用します。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 メッセージに関する詳細については、『12.4T System Message Guide』を参照してくださ

い。

12
79

35

192.168.0.1/24

192.168.1.1/24 192.168.2.1/24

 B A A

NATNAT 171.16.1.1    172.18.101.1171.16.1.1    172.18.101.1

172.16.1.1172.16.1.1
 0 0 10.0.0.1110.0.0.11

172.16.2.1172.16.2.1
 0 0 10.0.0.1210.0.0.12

172.17.0.1172.17.0.1
 0 0 10.0.0.110.0.0.1

NATNAT 171.16.2.1    172.18.102.2171.16.2.1    172.18.102.2

 A

NAT 172.16.1.1    172.18.101.1

172.16.1.1
 0 10.0.0.11

172.16.2.1
 0 10.0.0.12

172.17.0.1
 0 10.0.0.1

NAT 172.16.2.1    172.18.102.2
10
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  DMVPN の設定方法
DMVPN 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、次の各手順について説明します。

• 「IPsec プロファイルの設定」（P.11）（必須）

• 「DMVPN 用のハブの設定」（P.13）（必須）

• 「DMVPN 用のスポークの設定」（P.16）（必須）

• 「VRF へのクリアテキスト データ IP パケット転送の設定」（P.19）（任意）

• 「VRF への暗号化トンネル パケット転送の設定」（P.20）（任意）

• 「DMVPN の設定：DMVPN 内のトラフィック セグメンテーション」（P.21）

• 「DMVPN のトラブルシューティング」（P.26）（任意）

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 
プロファイルの下で発行できるのは、IPsec ポリシーに使用されているコマンドだけです。したがっ

て、IPsec ピア アドレスや、パケットを暗号化するかどうかを照合するための Access Control List
（ACL; アクセス コントロール リスト）は指定できません。

前提条件

IPsec プロファイルを設定する場合は、crypto ipsec transform-set コマンドを使用して、トランス

フォーム セットをあらかじめ定義しておく必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec profile name

4. set transform-set transform-set-name

5. set identity

6. set security association lifetime {seconds seconds | kilobytes kilobytes}

7. set pfs [group1 | group2]
11
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  DMVPN の設定方法
手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブルに

します。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec profile name

例：

Router(config)# crypto ipsec profile vpnprof

「スポークとハブの間」および「スポークとスポークの間」

での IPsec 暗号化に使用する IPsec パラメータを定義しま

す。

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。

ステップ 4 set transform-set transform-set-name 

例：

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

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。

• 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。

ステップ 5 set identity 

例：

Router(config-crypto-map)# set identity

（オプション）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。

ステップ 6 set security association lifetime {seconds 
seconds | kilobytes kilobytes}

例：

Router(config-crypto-map)# set security 
association lifetime seconds 1800

（オプション）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。

• seconds seconds 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として指定します。ま

た、kilobytes kilobytes オプションには、有効期間内

にある特定のセキュリティ アソシエーションを使用し

て 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。

ステップ 7 set pfs [group1 | group2]

例：

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

（オプション）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、Perfect Forward Secrecy（PFS; 完全転送秘密）が必

須となるよう指定します。このコマンドを指定しない場合

は、デフォルト（group1）がイネーブルになります。

• group1 キーワードを指定すると、IPsec において新た

に Diffie-Hellman（DH; デフィーヘルマン ) 交換を実

行する際、768 ビット DH 素数モジュラス グループが

使用されます。また、group2 キーワードを指定した

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。
12
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次の作業

「DMVPN 用のハブの設定」および「DMVPN 用のスポークの設定」に進みます。

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。

（注） 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、（ip nhrp network-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。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface tunnel number

4. ip address ip-address mask [secondary]

5. ip mtu bytes

6. ip nhrp authentication string

7. ip nhrp map multicast dynamic

8. ip nhrp network-id number

9. tunnel source {ip-address | type number}

10. tunnel key key-number

11. tunnel mode gre multipoint

12. tunnel protection ipsec profile name

13. bandwidth kbps

14. ip tcp adjust-mss max-segment-size

15. ip nhrp holdtime seconds

16. delay number
13
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブルに

します。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel 5

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。

• 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。

ステップ 4 ip address ip-address mask [secondary]

例：

Router(config-if)# ip address 10.0.0.1 
255.255.255.0

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。

（注） 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。

ステップ 5 ip mtu bytes

例：

Router(config-if)# ip mtu 1400

各インターフェイスにおいて送信される IP パケットの 
Maximum Transmission Unit（MTU; 大伝送ユニット）

のサイズをバイト単位で設定します。

ステップ 6 ip nhrp authentication string

例：

Router(config-if)# ip nhrp authentication 
donttell

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。

（注） 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。

ステップ 7 ip nhrp map multicast dynamic

例：

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

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。

ステップ 8 ip nhrp network-id number

例：

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

インターフェイスに対して NHRP をイネーブルにします。

• number 引数には、グローバルに一意である 
NonBroadcast MultiAccess（NBMA; 非ブロードキャ

スト マルチアクセス）ネットワークの 32 ビット ネッ

トワーク ID を指定します。値の範囲は 1 ～ 
4294967295 です。

ステップ 9 tunnel source {ip-address | type number}

例：

Router (config-if)# tunnel source Ethernet0

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。
14
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ステップ 10 tunnel key key-number

例：

Router (config-if)# tunnel key 100000

（オプション）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。

• key-number 引数には、トンネル キーの値を 0 ～ 
4,294,967,295 の範囲で指定します。

（注） 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） プラットフォームに Cisco 6500 または Cisco 7600 
を使用している場合、このコマンドを設定する必

要はありません。

ステップ 11 tunnel mode gre multipoint

例：

Router(config-if)# tunnel mode gre multipoint

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。

ステップ 12 tunnel protection ipsec profile name

例：

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

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。

• name 引数には、IPsec プロファイルの名前を指定しま

す。ただしこの名前は、crypto ipsec profile name コ
マンドの name 引数に指定した名前と同じであること

が必要です。

ステップ 13 bandwidth kbps

例：

Router(config-if)# bandwidth 1000

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。

• kbps 引数には、帯域幅の値をキロビット /秒単位で指

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。

ステップ 14 ip tcp adjust-mss max-segment-size

例：

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

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

• max-segment-size 引数には、MSS をバイト単位で指定

します。指定できる値の範囲は 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。

コマンドまたはアクション 目的
15
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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。

（注） 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、（ip nhrp network-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。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface tunnel number

4. ip address ip-address mask [secondary]

5. ip mtu bytes

6. ip nhrp authentication string

7. ip nhrp map hub-tunnel-ip-address hub-physical-ip-address

8. ip nhrp map multicast hub-physical-ip-address

9. ip nhrp nhs hub-tunnel-ip-address

10. ip nhrp network-id number

11. tunnel source {ip-address | type number}

12. tunnel key key-number

13. tunnel mode gre multipoint

または

tunnel destination hub-physical-ip-address

14. tunnel protection ipsec profile name

15. bandwidth kbps

16. ip tcp adjust-mss max-segment-size

ステップ 15 ip nhrp holdtime seconds

例：

Router(config-if)# ip nhrp holdtime 450

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。

• 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。

ステップ 16 delay number

例：

Router(config-if)# delay 1000

（オプション）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 メトリックを変更する際

に使用します。

• 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。

コマンドまたはアクション 目的
16
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17. ip nhrp holdtime seconds

18. delay number

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブルに

します。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface tunnel number

例：

Router(config)# interface tunnel 5

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。

• 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。

ステップ 4 ip address ip-address mask [secondary]

例：

Router(config-if)# ip address 10.0.0.2 
255.255.255.0

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。

（注） 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。

ステップ 5 ip mtu bytes

例：

Router(config-if)# ip mtu 1400

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。

ステップ 6 ip nhrp authentication string

例：

Router(config-if)# ip nhrp authentication 
donttell

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。

（注） 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。

ステップ 7 ip nhrp map hub-tunnel-ip-address 
hub-physical-ip-address

例：

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

MBMA 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。

• hub-tunnel-ip-address：ハブの NHRP サーバを指定し

ます。指定したサーバは、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 アドレスを指定します。

ステップ 8 ip nhrp map multicast hub-physical-ip-address

例：

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

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。
17
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ステップ 9 ip nhrp nhs hub-tunnel-ip-address

例：

Router(config-if)# ip nhrp nhs 10.0.0.1

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。

ステップ 10 ip nhrp network-id number

例：

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

インターフェイスに対して NHRP をイネーブルにします。

• number 引数には、グローバルに一意である NBMA 
ネットワークの 32 ビット ネットワーク ID を指定しま

す。値の範囲は 1 ～ 4294967295 です。

ステップ 11 tunnel source {ip-address | type number}

例：

Router (config-if)# tunnel source Ethernet0

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。

ステップ 12 tunnel key key-number

例：

Router (config-if)# tunnel key 100000

（オプション）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。

• key-number 引数には、トンネル キーの値を 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。

（注） プラットフォームに Cisco 6500 または Cisco 7600 
を使用している場合、このコマンドを設定する必

要はありません。

ステップ 13 tunnel mode gre multipoint

または

tunnel destination hub-physical-ip-address

例：

Router(config-if)# tunnel mode gre multipoint 

または

Router(config-if)# tunnel destination 
172.17.0.1

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。

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。

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。

ステップ 14 tunnel protection ipsec profile name

例：

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

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。

• name 引数には、IPsec プロファイルの名前を指定しま

す。ただしこの名前は、crypto ipsec profile name コ
マンドの name 引数に指定した名前と同じであること

が必要です。

コマンドまたはアクション 目的
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VRF へのクリアテキスト データ IP パケット転送の設定

VRF へのクリアテキスト データ IP 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、「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。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. ip vrf forwarding vrf-name

ステップ 15 bandwidth kbps

例：

Router(config-if)# bandwidth 1000

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。

• kbps 引数には、帯域幅の値をキロビット /秒単位で指

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。

ステップ 16 ip tcp adjust-mss max-segment-size

例：

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

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

• max-segment-size 引数には、MSS をバイト単位で指定

します。指定できる値の範囲は 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。

ステップ 17 ip nhrp holdtime seconds

例：

Router(config-if)# ip nhrp holdtime 450

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。

• 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。

ステップ 18 delay number

例：

Router(config-if)# delay 1000

（オプション）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 メトリックを変更する際

に使用します。

• 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。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

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。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. tunnel vrf vrf-name

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブルに

します。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface type number

例：

Router (config)# interface tunnel0

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。

ステップ 4 ip vrf forwarding vrf-name

例：

Router (config-if)# ip vrf forwarding BLUE

VPN VRF をインターフェイスまたはサブインターフェイ

スに関連付けます。

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブルに

します。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。
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DMVPN の設定：DMVPN 内のトラフィック セグメンテーション

トラフィック セグメンテーションの設定には新しいコマンドは使用しませんが、DMVPN トンネル内

のトラフィックをセグメント化するためには、いくつかの作業を実行する必要があります。

• 「VPN トンネルでの MPLS の有効化」（P.21）

• 「ハブ ルータにおけるマルチプロトコル BGP の設定」（P.22）

• 「スポーク ルータにおけるマルチプロトコル BGP の設定」（P.24）

前提条件

次に説明する作業は、DMVPN トンネル、および「RED」、「BLUE」という 2 つの VRF が設定済みで

あることが前提になっています。

DMVPN トンネルの設定に関する詳細については、「DMVPN 用のハブの設定」（P.13）および

「DMVPN 用のスポークの設定」（P.16）を参照してください。VRF の設定に関する詳細については、

「VRF へのクリアテキスト データ IP パケット転送の設定」（P.19）および「VRF への暗号化トンネル 
パケット転送の設定」（P.20）を参照してください。

VPN トンネルでの MPLS の有効化

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。MPLS の設定に関する詳

細については、『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching Configuration Guide, Release 12.4』を参照

してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface type number

4. mpls ip 

ステップ 3 interface type number

例：

Router (config)# interface tunnel0

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。

ステップ 4 tunnel vrf vrf-name

例：

Router (config-if)# tunnel vrf RED

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ます。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

ハブ ルータにおけるマルチプロトコル BGP の設定

VPN トラフィックに適用する VPNv4 プレフィ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。ハブをルート リフレクタとして設定する場合は、

BGP を使用します。また、すべてのトラフィックがハブを経由してルーティングされるようにする場

合は、BGP ルート リフレクタを設定し、ルート リフレクタ クライアント（スポーク）に VPNv4 プレ

フィクスをアドバタイズする際、ネクスト ホップが自分自身に変更されるようにします。

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

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. router bgp

4. neighbor ipaddress remote-as as-number

5. neighbor ipaddress update-source interface

6. address-family vpnv4

7. neighbor ipaddress activate

8. neighbor ipaddress send-community extended

9. neighbor ipaddress route-reflector-client

10. neighbor ipaddress route-map nexthop out

11. exit-address family

12. address-family ipv4 vrf-name

13. redistribute connected

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブルに

します。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface type number

例：

Router (config)# interface tunnel0

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。

ステップ 4 mpls ip 

例：

Router (config-if)# mpls ip

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。
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14. route-map

15. set ip next-hop ipaddress

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブルに

します。

プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 router bgp 

例：

Router (config)# router bgp 

BGP コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 neighbor ipaddress remote-as as-number

例：

Router (config)# neighbor 10.0.0.11 remote-as 
1

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。

ステップ 5 neighbor ipaddress update-source interface

例：

Router (config)# neighbor 10.10.10.11 
update-source Tunnel1

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 ソフトウェアを設定します。

ステップ 6 address-family vpnv4

例：

Router (config)# address-family vpnv4

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 プレフィクスを使用するルーティン

グ セッションを設定します。

ステップ 7 neighbor ipaddress activate

例：

Router (config)# neighbor 10.0.0.11 activate

BGP ネイバーとの情報交換をイネーブルにします。

ステップ 8 neighbor ipaddress send-community extended

例：

Router (config)# neighbor 10.0.0.11 
send-community extended

拡張コミュニティのアトリビュートが BGP ネイバーに送

信されるよう指定します。

ステップ 9 neighbor ipaddress route-reflector-client

例：

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

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。
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スポーク ルータにおけるマルチプロトコル BGP の設定

スポーク ルータおよびハブに対して 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、次の手順に従って設定を行います。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. router bgp

4. neighbor ipaddress remote-as as-number

5. neighbor ipaddress update-source interface

6. address-family vpnv4

7. neighbor ipaddress activate

8. neighbor ipaddress send-community extended

9. exit-address-family

10. address-family ipv4 vrf-name

11. redistribute connected

12. exit-address-family

ステップ 10 neighbor ipaddress route-map nexthop out

例：

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

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。

ステップ 11 exit-address-family

例：

Router (config)# exit-address-family

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。

ステップ 12 address-family ipv4 vrf-name

例：

Router (config)# address-family ipv4 vrf red

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 プレフィクスを使用するルーティ

ング セッションを設定します。

ステップ 13 redistribute connected

例：

Router (config)# redistribute connected

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。

ステップ 14 route-map

例：

Router (config)# route-map nexthop permit 10

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。

ステップ 15 set ip next-hop ipaddress

例：

Router (config)# set ip next-hop 10.0.0.1

ネクスト ホップがハブになるように設定します。

コマンドまたはアクション 目的
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手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードなど、高位の権限レベルをイネーブルに

します。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：

Router# configure terminal

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。

ステップ 3 router bgp 

例：

Router (config)# router bgp 1

BGP コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 neighbor ipaddress remote-as as-number

例：

Router (config)# neighbor 10.0.0.1 remote-as 1

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。

ステップ 5 neighbor ipaddress update-source interface

例：

Router (config)# neighbor 10.10.10.1 
update-source Tunnel1

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 ソフトウェアを設定します。

ステップ 6 address-family vpnv4

例：

Router (config)# address-family vpnv4

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 プレフィクスを使用するルーティン

グ セッションを設定します。

ステップ 7 neighbor ipaddress activate

例：

Router (config)# neighbor 10.0.0.1 activate

BGP ネイバーとの情報交換をイネーブルにします。

ステップ 8 neighbor ipaddress send-community extended

例：

Router (config)# neighbor 10.0.0.1 
send-community extended

拡張コミュニティのアトリビュートが BGP ネイバーに送

信されるよう指定します。

ステップ 9 exit-address-family

例：

Router (config)# exit-address-family

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。

ステップ 10 address-family ipv4 vrf-name

例：

Router (config)# address-family ipv4 vrf red

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 プレフィクスを使用するルーティ

ング セッションを設定します。
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DMVPN のトラブルシューティング

DMVPN の設定後、必要であれば、その DMVPN が正常に動作するかどうかの確認や、DMVPN の統

計情報やセッションのクリア、DMVPN のデバッグを次の手順に従って実行できます。

手順の概要

1. clear dmvpn session [peer {nbma | tunnel} ip-address] [interface {tunnel number}] [vrf 
vrf-name] [static]

2. clear dmvpn statistics [peer {nbma | tunnel} ip-address] [interface {tunnel number}] [vrf 
vrf-name]

3. debug dmvpn {[{condition [unmatched] | [peer [nbma | tunnel {ip-address}]] | [vrf {vrf-name}] 
| [interface {tunnel number}]}] | [{error | detail | packet | all} {nhrp | crypto | tunnel | socket | 
all}]}

4. debug nhrp condition

5. debug nhrp error

6. logging dmvpn [rate-limit seconds]

7. show crypto ipsec sa [active | standby]

8. show crypto isakmp sa

9. show crypto map

10. show dmvpn [peer [nbma | tunnel {ip-address}] | [network {ip-address} {mask}]] [vrf 
{vrf-name}] [interface {tunnel number}] [detail] [static] [debug-condition]

11. show ip nhrp traffic [interface {tunnel number}]

手順の詳細

ステップ 1 DMVPN セッションをクリアする場合は、clear dmvpn session コマンドを使用します。

次に、ダイナミック DMVPN セッションだけをクリアするためのコマンドの使用例を示します。

Router# clear dmvpn session peer nbma

次に、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）をクリアするためのコマンドの使用例を示します。

Router# clear dmvpn session interface tunnel 100 static

ステップ 11 redistribute connected

例：

Router (config)# redistribute connected

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。

ステップ 12 exit-address-family

例：

Router (config)# exit-address-family

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。

（注） VRF ごとにステップ 10 ～ 12 を繰り返します。

コマンドまたはアクション 目的
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ステップ 2 DMVPN 関連のカウンタをクリアする場合は、clear dmvpn statistics コマンドを使用します。次に、

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ためのコマンド

の使用例を示します。

Router# clear dmvpn statistics peer tunnel 192.0.2.3

ステップ 3 DMVPN セッションのデバッグを行う場合は、debug dmvpn コマンドを使用します。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

次に、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ためのコマンドの使用例を示します。

Router# debug dmvpn error all

ステップ 4 debug nhrp condition コマンドを使用すると、ある特定の条件に応じてデバッグのイネーブル化と

ディセーブル化を切り替えることができます。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。

Router# debug nhrp condition

ステップ 5 debug nhrp error コマンドを使用すると、NHRP のエラー動作に関する情報を表示できます。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。

Router# debug nhrp error

ステップ 6 DMVPN のシステム ロギングをイネーブルにする場合は、logging dmvpn コマンドを使用します。次

に、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ため

のコマンドの使用例を示します。

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。

%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 7 show crypto ipsec sa コマンドを使用すると、現在の SA で使用されている設定内容を表示できます。

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。

Router# show crypto ipsec sa active

interface: Ethernet0/0
    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
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     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)

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 8 show crypto isakmp sa コマンドを使用すると、ピアにおける現在の IKE SA をすべて表示できます。

たとえば次の例では、出力は 2 つのピア間の IKE ネゴシエーションが正常に実行されてから表示され

ます。

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 9 show crypto map コマンドを使用すると、クリプト マップの設定内容を表示できます。

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。

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, }
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        Interfaces using crypto map Tunnel5-head-0:
Tunnel5

ステップ 10 show dmvpn コマンドを使用すると、DMVPN 固有のセッション情報を表示できます。次に、サマ

リー情報の出力例を示します。

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 11 show ip nhrp traffic コマンドを使用すると、NHRP の統計情報を表示できます。次に、特定のトンネ

ル（tunnel7）に関する出力例を示します。

Router# show ip nhrp traffic interface tunnel7

Tunnel7: Max-send limit:100Pkts/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 の設定に関するトラブルシューティングの際にテクニカル サポートへ問い合せる場合は、

show tech-support コマンドを使用すると、DMVPN セッションに関する情報を取得できます。詳細に

ついては、『Cisco IOS Configuration Fundamentals Command Reference』の show tech-support コマ

ンドに関する説明を参照してください。

DMVPN 機能の設定例
ここでは、次の設定例について詳しく説明します。

• 「DMVPN 用のハブの設定例」（P.30）

• 「DMVPN 用のスポークの設定例」（P.31）

• 「VRF 対応 DMVPN の設定例」（P.31）
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DMVPN 用のハブの設定例

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 Ethernet0
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 Ethernet0
ip address 172.17.0.1 255.255.255.0

!
interface Ethernet1
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に関する詳細については、「関連資料」のリファレンスを参照

してください。
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DMVPN 用のスポークの設定例

次に、スポークの設定例を示します。これは、すべてのスポークを、トンネルおよびインターフェイス 
アドレス以外すべて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るというメリッ

トがあります。

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 10.0.0.2 255.255.255.0
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 Ethernet0
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 Ethernet0
ip address dhcp hostname Spoke1

!
interface Ethernet1
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

VRF 対応 DMVPN の設定例

VRF 対応 DMVPN を設定するためには、各 VRF インスタンスに対して DMVPN ネットワークを個別

に作成する必要があります。次に、「BLUE」および「RED」という 2 つの DMVPN ネットワークが存

在する場合の設定例を示します。Cisco IOS Release 12.2(18)SXE の場合、ハブ上では、各 DMVPN ト
ンネルごとに個別の送信元インターフェイスを使用する必要があります。その他の Cisco IOS Release
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では、2 つのトンネル インターフェイスに対して同じトンネル送信元を設定できます。ただしこの場合

は、tunnel key コマンドおよび tunnel protection (tunnel protection ipsec profile {name} shared) コ
マンドを設定する必要があります。

（注） shared キーワードを使用する場合は、Cisco IOS の 12.4(5)、12.4(6)T、またはそれ以降のリリースを

実行していることが必要です。これ以外のリリースを実行していると、2 つの mGRE トンネル イン

ターフェイスの IPsec/GRE トンネルが正常に機能しないことがあります。

ハブの設定

interface Tunnel0
! Note the next line.
   ip vrf forwarding BLUE
   bandwidth 1000
   ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
   ip mtu 1436

! Note the next line.
   ip nhrp authentication BLUE!KEY
   ip nhrp map multicast dynamic

! Note the next line
   ip nhrp network-id 100000
   ip nhrp holdtime 600
   no ip split-horizon eigrp 1

no ip next-hop-self eigrp 1
ip tcp adjust-mss 1360

   delay 1000
! Note the next line.

   tunnel source Ethernet0
   tunnel mode gre multipoint
   tunnel protection ipsec profile vpnprof!

interface Tunnel1
! Note the next line.

   ip vrf forwarding RED
   bandwidth 1000
   ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
   ip mtu 1436

! Note the next line.
   ip nhrp authentication RED!KEY
   ip nhrp map multicast dynamic

! Note the next line.
   ip nhrp network-id 20000
   ip nhrp holdtime 600
   no ip split-horizon eigrp 1

no ip next-hop-self eigrp 1
ip tcp adjust-mss 1360

   delay 1000
! Note the next line.

   tunnel source Ethernet1
   tunnel mode gre multipoint
   tunnel protection ipsec profile vpnprof!

interface Ethernet0
   ip address 172.17.0.1 255.255.255.0

interface Ethernet1
   ip address 192.0.2.171 255.255.255.0

（注） 上記の設定例では、各 VPN に対して DMVPN が個別に設定されています。2 つの mGRE インター

フェイスの NHRP ネットワーク ID および認証キーは、一意であることが必要です。
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ハブにおける EIGRP の設定

router eigrp 1
auto-summary
!
address-family ipv4 vrf BLUE
network 10.0.0.0 0.0.0.255
no auto-summary
autonomous-system 1
exit-address-family
!
address-family ipv4 vrf RED
network 10.0.0.0 0.0.0.255
no auto-summary
autonomous-system 1
exit-address-family

スポークの設定

スポーク 1
interface Tunnel0
   bandwidth 1000
   ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
   ip mtu 1436

! Note the next line.
   ip nhrp authentication BLUE!KEY
   ip nhrp map 10.0.0.1 172.17.0.1
   ip nhrp network-id 100000
   ip nhrp holdtime 300
   ip nhrp nhs 10.0.0.1

ip tcp adjust-mss 1360
   delay 1000
   tunnel mode gre multipoint
   tunnel source Ethernet0
   tunnel destination 172.17.0.1
   tunnel protection ipsec profile vpnprof

スポーク 2
interface Tunnel0
   bandwidth 1000
   ip address 10.0.0.2 255.255.255.0
   ip mtu 1436
   ip nhrp authentication RED!KEY
   ip nhrp map 10.0.0.1 192.0.2.171
   ip nhrp network-id 200000
   ip nhrp holdtime 300
   ip nhrp nhs 10.0.0.1

ip tcp adjust-mss 1360
   delay 1000
   tunnel source Ethernet0
   tunnel destination 192.0.2.171
   tunnel protection ipsec profile vpnprof!

トラフィック セグメンテーションの有効化（2547oDMVPN）（BGP を使
用の場合に限る）の例

次に、Provider Edge（PE; プロバイダー エッジ）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。
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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

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 Ethernet0/0
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel protection ipsec profile prof

interface Loopback0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.255

interface Ethernet0/0
 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
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 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

 address-family ipv4 vrf red
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

 address-family ipv4 vrf blue
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

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 NEXTHOP 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

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
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!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 Ethernet0/0
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel protection ipsec profile prof

interface Loopback0
 ip address 10.9.9.11 255.255.255.255

interface Ethernet0/0
 ip address 172.0.0.11 255.255.255.0
!
!
interface Ethernet1/0
 ip vrf forwarding red
 ip address 192.168.11.2 255.255.255.0

interface Ethernet2/0
 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
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 address-family vpnv4
 neighbor 10.0.0.1 activate
 neighbor 10.0.0.1 send-community extended
 exit-address-family

!
 address-family ipv4 vrf red
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

 !
 address-family ipv4 vrf blue
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

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
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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 Ethernet0/0
 tunnel mode gre multipoint
 tunnel protection ipsec profile prof
!
interface Loopback0
 ip address 10.9.9.12 255.255.255.255

interface Ethernet0/0
 ip address 172.0.0.12 255.255.255.0

interface Ethernet1/0
 ip vrf forwarding red
 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

interface Ethernet2/0
 ip vrf forwarding blue
 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

 address-family ipv4 vrf red
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

 address-family ipv4 vrf blue
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

no ip http server
no ip http secure-server
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control-plane

line con 0
 logging synchronous
line aux 0
line vty 0 4
 no login

end

トラフィック セグメンテーションの有効化（2547oDMVPN）（企業ブラン
チ）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 
 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
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 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 Ethernet0/0
 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 Ethernet0/0
 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

 address-family ipv4 vrf red
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

 address-family ipv4 vrf blue
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

no ip http server
no ip http secure-server

control-plane

line con 0
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 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
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 Ethernet0/0
 tunnel mode gre multipoint
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 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 Ethernet0/0
 ip address 172.0.0.11 255.255.255.0

interface Ethernet1/0
 ip vrf forwarding red
 ip address 192.168.11.2 255.255.255.0

interface Ethernet2/0
 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

 address-family ipv4 vrf red
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

 address-family ipv4 vrf blue
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

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
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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 Ethernet0/0
 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 Ethernet0/0
 ip address 172.0.0.12 255.255.255.0

interface Ethernet1/0
 ip vrf forwarding red
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 ip address 192.168.12.2 255.255.255.0

interface Ethernet2/0
 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

!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

 address-family ipv4 vrf red
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

 address-family ipv4 vrf blue
 redistribute connected
 no synchronization
 exit-address-family

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
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        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#

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, Ethernet1/0
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, Ethernet2/0
Spoke2#
Spoke2# show ip cef vrf red 192.168.12.0

192.168.12.0/24, version 5, epoch 0
0 packets, 0 bytes
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  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
  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
46



Dynamic Multipoint VPN（DMVPN）

  DMVPN 機能の設定例
    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
ここでは、DMVPN に関連する参考資料について説明します。

関連資料

規格

MIB

RFC

内容 参照先

コール アドミッション制御 「Call Admission Control for IKE」

GRE トンネル キープアライブに関する情報 『Generic Routing Encapsulation (GRE) Tunnel Keepalive, 
Cisco IOS Release 12.2(8)T』

IKE の設定作業（IKE ポリシーの定義など） 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring Internet Key Exchange for IPSec VPNs」

IPsec の設定作業 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring Security for VPNs with IPsec」

VRF-Aware IPsec の設定 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「VRF-Aware IPsec」

MPLS の設定 『Cisco IOS Multiprotocol Label Switching Configuration Guide』の
「Configuring Multiprotocol Label Switching」

BGP の設定 『Cisco IOS IP Routing: BGP Protocols Configuration Guide』の

「Cisco BGP Overview」

システム メッセージ 『System Message Guide』

ISAKMP プロファイルの定義と設定 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Certificate to ISAKMP Profile Mapping」

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS リリース、および機能セッ

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

RFC タイトル

RFC 2547 『BGP/MPLS VPNs』
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シスコのテクニカル サポート

コマンド リファレンス
次に示すコマンドは、この章に記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更され

たものです。これらのコマンドの詳細については、『Cisco IOS Security Command Reference』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html）を参照してくださ

い。Cisco IOS の全コマンドを参照する場合は、Command Lookup Tool
（http://tools.cisco.com/Support/CLILookup）を使用するか、または『Cisco IOS Master Command 
List, All Releases』（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html）にアクセ

スしてください。

次のコマンドは、このモジュールに記載されている機能または機能群において、新たに導入または変更

されたものです。

• clear dmvpn session

• clear dmvpn statistics

• debug dmvpn

• debug nhrp condition

• debug nhrp error

• logging dmvpn

• show dmvpn

• show ip nhrp traffic

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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DMVPN に関する機能情報
表 1 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。

Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 1 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 1 DMVPN に関する機能情報

機能名 リリース 機能情報

DMVPN：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

12.4(11)T 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。

DMVPN の管理を容易にするための拡張機能 12.4(9)T DMVPN セッションは、デバッグ、出力の表示、セッ

ションとカウンタの制御、およびシステム ログ情報の表

示を行うための 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、次の各項を参照してく

ださい。

• 「DMVPN 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。

clear dmvpn session, clear dmvpn statistics、debug 
dmvpn、debug nhrp condition、debug nhrp error、
logging dmvpn、show dmvpn、および show ip nhrp 
traffic

DMVPN フェーズ 2 12.2(18)SXE

12.3(9)a

12.3(8)T1

DMVPN スポークツースポーク機能は、実稼動環境での

使用にも十分対応できるようになりました。この機能を実

稼動ネットワークで使用する場合は、12.3(9a) または 
12.3(8)T1 以降のリリースを使用してください。

リリース 12.2(18)SXE では、Cisco Catalyst 6500 シリー

ズおよび Cisco 7600 シリーズのルータに対しても新たに

サポートされるようなりました。
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用語集
AM：Aggressive Mode（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。

Main Mode（MM; メイン モード）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 ソフトウェアでは、アグレッシブ 
モードを開始した IKE ピアには、アグレッシブ モードで応答します。

GRE：Generic Routing Encapsulation（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 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、Internet Package 
Exchange（IPX; インターネット パケット交換）プロトコルや AppleTalk プロトコルなどのトラフィッ

クです。

IKE：Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）。Oakley 鍵交換や Skeme 
鍵交換を 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 Security（IP セキュリティ）。Internet Engineering Task Force（IETF; インターネット技術

特別調査委員会）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 により、インター

ネットなどの保護されていないネットワーク上で機密性の高い情報を送信する際にセキュリティを確保

します。IPsec はネットワーク レイヤで機能し、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 and Key Management Protocol（ISAKMP; インターネット セ
キュリティ アソシエーションおよびキー管理プロトコル）。ペイロード形式、鍵交換プロトコルの実装

メカニズム、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。

— 12.3(6)

12.3(7)T

VRF 統合 DMVPN および 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、実稼動環境での使用にも十分対応できるようにな

りました。この機能を実稼動ネットワークで使用する場合

は、Cisco IOS の 12.3(6) または 12.3(7)T 以降のリリース

を使用してください。

Cisco IOS Release 12.3(6) に追加された拡張機能は、

Cisco IOS Release 12.3(7)T に統合されています。

DMVPN フェーズ 1 12.2(13)T DMVPN 機能を使用すると、GRE トンネル、IPsec 暗号

化、および NHRP を組み合せることにより、目的に合せ

て大小さまざまな規模の IPsec VPN を構築できます。

表 1 DMVPN に関する機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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MM：Main Mode（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

は事前共有鍵）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、およびホストでは、NHRP を使用

することで、NonBroadcast MultiAccess（NBMA; 非ブロードキャスト マルチアクセス）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 Internet Packet Exchange（IPX; インターネット パケット交換）ネット

ワーク レイヤをサポートしているほか、リンク レイヤでは、ATM、イーサネット、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 はイーサネット上で使用できます

が、イーサネットではブロードキャストが可能であるため、NHRP をイーサネット メディアに実装す

る必要はありません。IPX に対してイーサネットのサポートは不要です（サポートはありません）。

PFS：Perfect Forward Secrecy（完全転送秘密）。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 つの鍵が損なわれても、これ以降の鍵は前の鍵の取得元から取得されな

いため、前および以降の鍵には影響しません。

SA：Security Association（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。

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。

VPN：Virtual Private Network（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。

トランスフォーム：データ認証、データ機密性、およびデータ圧縮を実現するためにデータ フローで

実行される処理のリスト。たとえば、トランスフォームには、HMAC MD5 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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's trademarks 
can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. The use of the word 
partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、

偶然の一致によるものです。
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Cisco Easy VPN Remote

このマニュアルでは、Cisco Easy VPN Remote 機能の設定およびモニタリングについて説明します。

この機能を使い、サポートされているルータと Easy VPN サーバとの間に、IPsec Virtual Private 
Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）トンネルを構成します。Easy VPN サーバに

は、この形式の IPsec 暗号化 /復号化をサポートしている Cisco IOS ルータ、VPN 3000 コンセント

レータ、または Cisco PIX ファイアウォールを使用します。

この機能の特長については、「Cisco Easy VPN Remote 機能の特長」を参照してください。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「Easy VPN Remote の機能情報」（P.111）を参照し

てください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp  からアクセスしてください。Cisco.com のアカウント

は必要ありません。

この章の構成
• 「Cisco Easy VPN Remote を使用するための前提条件」（P.2）

• 「Cisco Easy VPN Remote を使用するための制約事項」（P.2）

• 「Cisco Easy VPN Remote について」（P.4）

• 「Cisco Easy VPN Remote の設定方法」（P.37）

• 「Cisco Easy VPN Remote の設定例」（P.70）

• 「その他の参考資料」（P.105）

• 「Easy VPN Remote の機能情報」（P.111）

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
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  Cisco Easy VPN Remote を使用するための前提条件
• 「Easy VPN Remote の機能情報」（P.111）

• 「用語集」（P.114）

Cisco Easy VPN Remote を使用するための前提条件

Cisco Easy VPN Remote 機能

• Cisco IOS Release 12.2(15)T、12.3(2)T、12.3(4)T、12.3(7)T、または 12.3(7)XR2 が稼動してい

る Cisco 800 シリーズ ルータが Cisco Easy VPN Remote として設定されていること。

• Cisco IOS Release 12.2(15)T、12.3(2)T、12.3(4)T、12.3(7)T、または 12.3(7)XR が稼動している 
Cisco 1700 シリーズ ルータが Cisco Easy VPN Remote として設定されていること。

• Cisco IOS Release 12.3(8)YI が稼動している Cisco 1800 シリーズ固定設定型ルータ。

• Cisco IOS Release 12.2(15)T が稼動している Cisco uBR905 ケーブル アクセス ルータまたは Cisco 
uBR925 ケーブル アクセス ルータが Cisco Easy VPN Remote として設定されていること。

• Cisco Easy VPN Server 機能をサポートしている他の Cisco ルータまたは Cisco VPN コンセント

レータが Cisco IOS Easy VPN サーバとして設定されていること。詳細については、「必要な Easy 
VPN サーバ」を参照してください。

プライマリ ピアの再アクティブ化機能

• 既存の Easy VPN Remote コンフィギュレーションを強化すると、プライマリ ピアの再アクティブ

化機能が有効になります。設定の強化には、peer コマンド（および default キーワード）および 
idle-time コマンドを使用します。Easy VPN Remote とデフォルトでないピアとの間のトンネルが

動作すると、プライマリ ピアの再アクティブ化機能が有効になります（つまり、Easy VPN 
Remote によりプライマリ ピアとの接続状況が定期的にチェックされるようになる）。Easy VPN 
Remote がリンクの確立を検出すると、既存の接続が切断され、プライマリ ピアとの間のトンネル

がアップします。

Cisco Easy VPN Remote を使用するための制約事項

必要な Easy VPN サーバ

Cisco Easy VPN Remote 機能を適用するには、宛先ピアとして、Cisco Easy VPN Server 機能をサポー

トしている Cisco IOS Easy VPN サーバまたは VPN コンセントレータを使用します。このマニュアル

が発行された時点で、（言及のソフトウェア リリース動作時に）この機能をサポートするサーバまたは

コンセントレータは次のとおりです。

• Cisco 806、Cisco 826、Cisco 827、Cisco 828、Cisco 831、Cisco 836、および Cisco 837 ルータ

（Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降）。Cisco 800 シリーズ ルータは、Cisco IOS Release 12.3(7)XR 
ではサポートされていませんが、Cisco IOS Release 12.3(7)XR2 ではサポートされています。

• Cisco 870 シリーズ（Cisco IOS Release 12.3(8)YI1）。

• Cisco 1700 シリーズ（Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降）。

• Cisco 1800 シリーズ（Cisco IOS Release 12.3(8)YI）。

• Cisco 1812 ルータ（Cisco IOS Release 12.3(8)YH）。

• Cisco 2600 シリーズ（Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降）。

• Cisco 3620 シリーズ（Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降）。

• Cisco 3640 シリーズ（Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降）。
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• Cisco 3660 シリーズ（Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降）。

• Cisco 7100 シリーズ VPN ルータ（Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降）。

• Cisco 7200 シリーズ ルータ（Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降）。

• Cisco 7500 シリーズ ルータ（Cisco IOS Release 12.2(8)T 以降）。

• Cisco PIX 500 シリーズ（ソフトウェア リリース 6.2 以降）。

• Cisco VPN 3000 シリーズ（ソフトウェア リリース 3.11 以降）。

Easy VPN サーバ上でサポートされる ISAKMP ポリシーはグループ 2 に限る

Unity プロトコルは、グループ 2（1024 ビット Diffie-Hellman）の Internet Key Exchange（IKE; イン

ターネット キー エクスチェンジ）ネゴシエーションを使用する Internet Security Association Key 
Management Protocol（ISAKMP; インターネット セキュリティ アソシエーション キー管理プロトコ

ル）ポリシーだけをサポートします。そのため、Cisco Easy VPN Remote 機能で使用している Easy 
VPN サーバは、グループ 2 の ISAKMP ポリシー用に設定する必要があります。Easy VPN サーバは、

Cisco Easy VPN Client と連携して使用されている場合、グループ 1 又はグループ 5 の ISAKMP 用に

設定できません。

トランスフォーム セットのサポート

セキュアなトンネル接続を確保するため、Cisco Easy VPN Remote 機能では、暗号化だけを行い認証

を行わないトランスフォーム セット（ESP-DES および ESP-3DES）や、認証だけを行い暗号化を行わ

ないトランスフォーム セット（ESP-NULL ESP-SHA-HMAC および ESP-NULL ESP-MD5-HMAC）

はサポートされていません。

（注） Cisco Unity Client プロトコルでは、Authentication Header（AH; 認証ヘッダー）認証はサポートされ

ていませんが、Encapsulation Security Protocol（ESP; カプセル化セキュリティ プロトコル）はサポー

トされています。

Easy VPN Remote 用のダイヤル バックアップ

この機能では、回線ステータス ベースのバックアップはサポートされていません。

ネットワーク アドレス変換の相互運用性のサポート

スプリット トンネリングが使用されているクライアント モードでは、Network Address Translation
（NAT; ネットワーク アドレス変換）の相互運用性はサポートされていません。

マルチキャスト NAT およびスタティック NAT
マルチキャスト NAT およびスタティック NAT は、Dynamic Virtual Tunnel Interface（DVTI; ダイナ

ミック仮想トンネル インターフェイス）を使用する Easy VPN Remote だけにサポートされています。

仮想 IPsec インターフェイスの制約事項

• 仮想 IPsec インターフェイス サポート機能を動作するには、仮想テンプレートをサポートする必要

があります。

• Easy VPN Remote デバイス上で仮想トンネル インターフェイスを使用する場合、サーバを仮想ト

ンネル インターフェイス用に設定することを推奨します。

デュアル トンネルのサポート

内部インターフェイスおよび外部インターフェイスを共有する複数のデュアル トンネルを使用する場

合、次の制約事項が適用されます。
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• デュアル トンネルを設定する場合、いずれか 1 つのトンネルに、サーバ上でスプリット トンネル

を設定する必要があります。

• これらのトンネルのうち、Web インターセプトを設定できるのは 1 つだけです。音声トンネルに 
Web インターセプトは使用できません。

• IP 電話に Web インターセプトを使用するためには、認可プロキシに IP 電話のバイパス方法を認識

させます。

• 1 つのトンネルを介したときだけ使用できる機能（モード設定交換によるコンフィギュレーション 
URL のプッシュ機能など）もあります。

Easy VPN Client におけるシスコ トンネリング制御プロトコル（cTCP）のサポート

• cTCP がリスンするポートの数は 大で 10 個です。

• cTCP がイネーブルになっているポートに他のアプリケーションが登録されている場合、それらの

アプリケーションは動作しません。

DHCP を使用するユニバーサル クライアント モード

• Easy VPN Remote 機能では、DHCP を使用するユニバーサル クライアント モードはサポートされ

ません。

ローカル トラフィックによってトリガーされるアクティベーション

この機能により、ローカルで生成された対象のトラフィックとの Easy VPN 接続を設定できます。

前提条件

• Easy VPN は接続 ACL モードで設定する必要があります。

• ローカル トラフィック機能は、非アクティブな Easy VPN トンネルが 1 つ以上接続 ACL モードに

ある場合にだけイネーブルになります。

• このローカル トラフィック機能は、接続 ACL モードにあるすべての Easy VPN トンネルがアク

ティブである、または接続 ACL モードにある VPN クライアント設定がない場合に自動的にディ

セーブルになります。

カスケード ACL
カスケード ACL は、Easy VPN 関心リストに新しいネットワークを追加するために使用します。ACL 
内のいずれのエントリも、内部インターフェイス ネットワークに一致していない必要があります。一

致が発生すると、Easy VPN が NAT ルールの作成に失敗するため、Easy VPN によってパケットが変

換されません。

Cisco Easy VPN Remote について
Cisco Easy VPN Remote 機能を設定するには、次の事項を理解してください。

• 「Cisco Easy VPN Remote 機能の特長」（P.5）

• 「Cisco Easy VPN Remote の概要」（P.5）

• 「動作モード」（P.6）

• 「Cisco Easy VPN Remote を使用する認証」（P.9）

• 「トンネル アクティベーション オプション」（P.18）

• 「デッド ピア検出ステートレス フェールオーバーのサポート」（P.19）

• 「Cisco Easy VPN Remote 機能の概要」（P.20）
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Cisco Easy VPN Remote 機能の特長

• エンドユーザ ポリシーをダイナミックに設定できます。そうすることで、エンドユーザや現場の

技術者が手動で行うべき設定が減るため、エラーおよびテクニカル サポートへの問い合せも少な

くできます。

• プロバイダーが、必要に応じて機器やネットワークの設定を変更できるようになるため、エンド

ユーザの機器を再設定する必要がほぼなくなります。

• セキュリティ ポリシーを一元的に管理できます。

• 大規模な導入作業においても、ユーザ プロビジョニングを速やかに行えます。

• エンドユーザが、外部 VPN デバイスを購入して設定する必要がなくなります。

• エンドユーザが、各自の PC 上に Easy VPN Client のソフトウェアをインストールして設定する必

要がなくなります。

• PC からルータへの VPN 接続を構成してメンテナンスを行う必要がなくなります。

• PC ベースのソフトウェア VPN Client や外部のハードウェアベース VPN ソリューションなど、さ

まざまな VPN アプリケーション間での相互運用性の問題が減ります。

• サポートされている複数のサブネットの数や split-include リストのサイズにかかわらず、IPsec ト
ンネルを 1 つ設定します。

Cisco Easy VPN Remote の概要

ケーブル モデムや xDSL ルータなど、インターネットへの接続性能が高いブロードバンド アクセスに

はさまざまな形式がありますが、多くのアプリケーションでは、高度な認証を実行したり、2 つのエン

ドポイント間のデータを暗号化したりするなど、VPN 接続に対するセキュリティが必要です。また、2 
つのルータ間に VPN 接続を確立するには、複雑な作業が伴う場合がありますし、2 つのルータの VPN 
パラメータを設定するには普通、ネットワーク管理者間で面倒な調整が必要です。

Cisco Easy VPN Remote 機能を使い、Cisco Unity Client プロトコルを実装することで、VPN パラメー

タが Cisco IOS Easy VPN サーバで定義できるようになるため、こうした面倒な作業が大幅に軽減され

ます。サーバには、Cisco VPN 3000 コンセントレータや Cisco PIX ファイアウォールなどの専用 VPN 
デバイスを使用できるほか、Cisco Unity Client プロトコルをサポートする Cisco IOS ルータも使用で

きます。

Cisco Easy VPN サーバを設定すると、Cisco 800 シリーズ ルータや Cisco 1700VPN シリーズ ルータ

などの Easy VPN Remote 上で 小限の設定を行うだけで、VPN 接続を構成できます。Easy VPN 
Remote による VPN トンネル接続が開始すると、Cisco Easy VPN サーバでは、IPsec ポリシーが Easy 
VPN Remote にプッシュされ、それに対応する VPN トンネル接続が構成されます。

Cisco Easy VPN Remote 機能を使って次の各処理を自動で管理できます。

• アドレス、アルゴリズム、ライフタイムなど、さまざまなトンネル パラメータのネゴシエーショ

ン

• 設定済みパラメータに基づいたトンネルの確立

• NAT または Port Address Translation（PAT; ポート アドレス変換）、および必要な関連アクセス リ
スト（存在する場合）の自動作成 

• ユーザの認証（ユーザ名、グループ名、およびパスワードによるユーザの身元確認）

• 暗号化 /復号化に使用するキーの管理

• トンネルを介したデータの認証、暗号化、および復号化
5
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動作モード

Cisco Easy VPN Remote 機能は、クライアント、ネットワーク拡張、ネットワーク拡張プラスという 3 
つの動作モードをサポートしています。各モードの詳細は次のとおりです。

• クライアント：実行する NAT または PAT を指定し、VPN トンネルのリモート エンドにある PC 
などのホストで、宛先サーバの IP アドレス空間に含まれる IP アドレスを使用しないプライベート 
ネットワークを構成します。

機能拡張により、モードの設定を介して取得される IP アドレスは、使用可能なループバック イン

ターフェイスに自動で割り当てられます。この IP アドレスに対する IPsec Security Association
（SA; セキュリティ アソシエーション）は、Easy VPN Remote により自動的に作成されます。この 
IP アドレスは通常、（ping、Telnet、および セキュア シェルを使用した）トラブルシューティング

に使用します。

• ネットワーク拡張：IP アドレスを付与する（VPN トンネルのクライアント エンド上の）PC およ

びその他のホストを指定します。その IP アドレスは、トンネル化されたネットワーク上の宛先

ネットワークを介して全体にルーティングおよび到達可能なため、1 つの論理ネットワークを構成

します。PAT は適用されないため、クライアント PC およびホストから、宛先ネットワークにある 
PC およびホストへ直接アクセスできます。

• ネットワーク拡張プラス（mode network-plus）：ネットワーク拡張モードの機能に加え、モードの

設定を介して要求した IP アドレスを、使用可能なループバック インターフェイスに自動的に割り

当てることができます。この IP アドレスの IPsec SAは、Easy VPN Remote により自動的に作成

されます。この IP アドレスは通常、（ping、Telnet、および セキュア シェルを使用した）トラブル

シューティングに使用します。

（注） この機能は、Cisco Easy VPN サーバと Cisco Easy VPN クライアントに同じタイプの Easy 
VPN コンフィギュレーションがある場合にだけサポートされます。つまり、両方でレガ

シー Easy VPN コンフィギュレーションを使用する、または両方で DVTI コンフィギュ

レーションを使用する必要があります。

これらの動作モードはいずれも、オプションとしてスプリット トンネリングをサポートしています。

スプリット トンネリングを使用すると、VPN トンネルを介して社内リソースへセキュアにアクセスで

きるほか、Internet Service Provider（ISP; インターネット サービス プロバイダー）やその他のサービ

スとの接続を介してインターネットへアクセスできるため、Web アクセスのパスから社内リソースを

除外できます。

クライアント モードおよびネットワーク拡張モードのシナリオ

図 1 は、クライアント モードの動作例を図示したものです。この例では、2 つの PC に対してそれぞ

れ、プライベート ネットワークのアドレス空間 10.0.0.0 に属する IP アドレスが割り当てられており、

この 2 つの PC へのアクセスを Cisco 831 ルータが仲介しています。Cisco 831 ルータには、同じくプ

ライベート ネットワークのアドレス空間 10.0.0.0 に属する IP アドレスが割り当てられており、2 つの 
PC は Cisco 831 ルータ上のイーサネット インターフェイスに接続しています。Cisco 831 ルータは、2 
つの PC から宛先ネットワークへアクセスできるように VPN トンネル上で NAT または PAT を実行し

ます。
6
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図 1 Cisco Easy VPN Remote 接続

（注） また、図 1 の図はスプリット トンネリング接続を表しています。クライアント PC からグローバル イ
ンターネットにあるパブリック リソースへアクセスできます（パブリック リソースへのパスに、社内

ネットワークは含みません）。

図 2 も、クライアント モードの動作例を図示したものです。ここでは、VPN コンセントレータが、複

数の xDSL クライアントに対する宛先エンドポイントになっています。この例では、複数ある小規模

企業クライアントに対してそれぞれ、プライベート ネットワークのアドレス空間 10.0.0.0 に属する IP 
アドレスが割り当てられており、これらのクライアントへのアクセスを Cisco 800 シリーズ ルータが仲

介しています。Cisco 800 シリーズ ルータは、2 つの PC から宛先ネットワークへアクセスできるよう

に VPN トンネル上で NAT または PAT を実行します。
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図 2 Cisco Easy VPN Remote 接続（VPN コンセントレータを使用した場合）

図 3 は、ネットワーク拡張モードの動作例を図示したものです。この例では、Cisco 831 ルータおよび 
Cisco 1700 シリーズ ルータがともに、Cisco Easy VPN Remote デバイスとして機能し、Cisco VPN 
3000 コンセントレータへの接続を行います。

クライアント ホストには、トンネル上の宛先ネットワークを介して全体にルーティング可能な IP アド

レスが付与されます。これらの IP アドレスは、トンネル上で正しくルーティングされるように宛先

ルータが設定されていれば、宛先ネットワークと同じサブネット空間に属していても、別のサブネット

空間に属していても構いません。

この例の場合、2 つのルータに接続された PC およびホストには、宛先の企業ネットワークと同じアド

レス空間に属する IP アドレスが付与されています。Cisco 831 ルータには、同じく企業ネットワークの

アドレス空間に属する IP アドレスが割り当てられており、PC はすべて Cisco 831 ルータ上のイーサ

ネット インターフェイス接続しています。この図は、リモート ネットワークをシームレスに拡張した

ものです。
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図 3 Cisco Easy VPN ネットワーク拡張接続

Cisco Easy VPN Remote を使用する認証

Cisco Easy VPN Remote 機能は、中央のコンセントレータへのリモート ルータを認証する 2 段階プロ

セスをサポートします。第 1 段階で行われるのは、コントロール チャネル作成の一部であるグループ 
レベル認証です。ここでは、事前共有キー、デジタル証明書という 2 種類の認証クレデンシャルを使用

できます。各認証クレデンシャルの詳細については後述します。

第 2 段階では、eXtended Authentication（Xauth; 拡張認証）が行われます。ここでは、リモート側

（この場合は Easy VPN ルータ）から中央のルータへユーザ名およびパスワードが送信されます。これ

は、PC 上の Cisco VPN ソフトウェア クライアントで、ユーザが VPN トンネルをアクティブにするた

めにユーザ名およびパスワードを入力した場合のプロセスと同じものです。ただし、ルータを使用して

いる場合には、ルータそのものが認証の対象となり、その認証は Cisco VPN Client ソフトウェアを搭

載した PC に対してではなく、ネットワークに対して行われます。Xauth はオプション（ディセーブル

化可能）ですが、セキュリティを強化するために、通常はイネーブルになっています。Xauth による認

証が完了し、トンネルがアップすると、Easy VPN Remote ルータの後に配置されているすべての PC 
からトンネルへアクセスできるようになります。

Xauth がイネーブルになっている場合、ユーザ名およびパスワードの入力方法を指定することが重要で

す。入力方法は 2 つあります。1 つは、Xauth のユーザ名とパスワードをルータのコンフィギュレー

ション ファイルに格納しておく方法です。この方法を使うのは通常、ルータを複数の PC が共有してい

る環境において、VPN トンネルを常時アップ状態にしておく場合（「自動アクティベーション」を参

照）か、送信すべきデータが発生するたびにルータにトンネルを自動でアップさせる場合（「トラ

フィックトリガー アクティベーション」を参照）です。そうした具体例の 1 つに支店での環境があり

ます。支店では、ユーザがデータを送信するたびに、特別な操作せずに VPN トンネルがアップ状態に

なれば便利です。このような支店において、個々の PC で各ユーザの ID に基づく認証が必要な場合、

Easy VPN ルータを自動アクティベーション モードにして、トンネルを常時アップ状態にし、Cisco 
IOS 認証プロキシまたは Cisco IOS 802.1x を使用して各 PC を個別に認証します。トンネルが常時アッ

プ状態になるため、認証プロキシまたは 802.1x で AAA/RADIUS などの中央にあるユーザ データベー

スにアクセスして、PC ユーザから送信されるユーザ要求を個別に認証できます（認証プロキシの設定

方法については、「関連資料」の「IPsec および VPN の一般情報」を、802.1x 認証の設定方法について

は「802.1x 認証」を参照してください）。
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もう 1 つは、Xauth のユーザ名およびパスワードを、ルータ上に格納しないで入力する方法です。この

場合、ルータに接続されている PC ユーザには、ユーザ名およびパスワードを手動で入力するための 
Web ページが表示されます（「手動アクティベーション」を参照）。入力されたユーザ名およびパス

ワードは、ルータから中央のコンセントレータに送信され、それらが正しい場合、トンネルがアップし

ます。この方法を使う典型例は、テレワーカーのネットワークです。テレワーカーは、トンネルをいつ

アップ状態にするか管理できれば便利です。トンネルをアップ状態にするには、各自のユーザ クレデ

ンシャル（場合によりワンタイム パスワードを含む）を入力する必要があります。ネットワーク管理

者にとっても、中央のコンセントレータにあるリソースを保護するためには、テレワーカー用のトンネ

ルは使用時にだけアップするのが理想です（この設定の詳細については、「Web ベース アクティベー

ション」を参照してください）。

Xauth のユーザ名およびパスワードは、ルータの Command-Line Interface（CLI; コマンドライン イン

ターフェイス）からも手動で入力できます。しかし、ユーザは 初にルータへログインする必要がある

（そのときにユーザ ID が必要になる）ため、この方法は推奨できません。ただし、ネットワーク管理

者がトラブルシューティングを行う場合には便利です。

事前共有キーの使用

事前共有キーを使用すると、各ピア間でキーを共有できます。事前共有キーは設定の実行中に表示され

るため、誰にでも判読できるようになっています（このような状態をクリア形式といいます）。シスコ

のソフトウェアでは、暗号化事前共有キーという別のタイプの事前共有キーもサポートしています。よ

りセキュアな認証が必要な場合は、暗号化事前共有キーを使用することもできます。

認証に暗号化事前共有キーを使用すると、平文のパスワードを NVRAM のタイプ 6（暗号化）形式で

セキュアに保管できます。グループ事前共有キーは、双方の VPN トンネル ピア上で事前に設定できま

す。暗号化されたキーワードは、実行設定で確認できますが、その実際の内容は表示されません（暗号

化事前共有キーの詳細については、「Encrypted Preshared Key」を参照してください）。

デジタル証明書の使用

デジタル証明書を使用すると、Easy VPN Remote デバイス上で Rivest, Shamir, and Adelman（RSA）

シグニチャがサポートされます。このサポートは、リモート デバイスの内部または外部に格納できる 
RSA 証明書を介して実現されます。

（注） デジタル証明書を使用した Easy VPN に対するタイムアウト時間の推奨値は 40 秒です。

デジタル証明書の詳細については、『Easy VPN Remote RSA Signature Support』のフィーチャ ガイド、

リリース 12.3(7)T1 を参照してください。

Xauth の使用

Xauth は、付加的な水準の認証方法です。Xauth は、グループ事前共有キーまたはデジタル証明書の使

用時に使用できます。Xauth クレデンシャルは、Security Device Manager（SDM）などの Web イン

ターフェイス マネージャか、CLI を使用して入力します（「Cisco Easy VPN Remote Web マネージャ」

を参照）。

パスワード保存機能を使用すると、Xauth のユーザ名およびパスワードを Easy VPN Remote コンフィ

ギュレーションに保存できるため、それらを手動で入力する必要がなくなります。ただし、One-Time 
Passwords（OTP; ワンタイム パスワード）はパスワード保存機能ではサポートされていないため、

Xauth の要求時に手動で入力する必要があります。パスワード保存機能を有効にするには、Easy VPN 
サーバの設定を行う必要があります（パスワード保存機能の設定方法については、「デッド ピア検出定

期メッセージ オプション」を参照してください）。
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Xauth は Easy VPN サーバにより制御されます。Cisco IOS Easy VPN サーバにより Xauth 認証が要求

されると、ルータのコンソールに次のメッセージが表示されます。

EZVPN: Pending XAuth Request, Please enter the following command:
crypto ipsec client ezvpn xauth

このメッセージが表示されたら、crypto ipsec client ezvpn connect コマンドを入力し、それ以降に表

示されるプロンプトに従って、ユーザ ID やパスワードなど必要な情報を入力します。

Xauth のタイムアウト時間の推奨値は 50 秒以下です。

（注） ユーザ名およびパスワードを入力する際のタイムアウト時間は、Cisco IOS Easy VPN サーバの設定に

より決まります。サーバ上で Cisco IOS ソフトウェアが実行されている場合、このタイムアウト時間

は、crypto isakmp xauth timeout コマンドで指定します。

Web ベース アクティベーション

Web ベース アクティベーションを使用すると、リモート テレワーカーのリモート Easy VPN ルータと

中央に配置されたルータ間にある VPN トンネルの認証が簡単になります。管理者は、この機能を使用

することにより、いずれかのリモート PC から送信された初期 HTTP 要求をリモート Easy VPN ルータ

が代行受信するようにリモート LAN を設定できます。ユーザは、返されたログイン ページで、VPN 
トンネルの認証に必要なクレデンシャルを入力します。いったん VPN トンネルがアップすれば、この

リモート サイトに属するユーザは全員、ユーザ名とパスワードを入力することなく、社内 LAN にアク

セスできます。各ユーザは、VPN トンネルをバイパスし、インターネットにだけ接続するよう選択す

ることもできます。その際も、パスワードは不要です。

Web ベース アクティベーションが使用される典型例は、在宅テレワーカーの環境です。この環境では、

在宅テレワーカーが社内 LAN に接続する必要があるときだけ、Easy VPN トンネルがアップします。

リモート テレワーカー本人以外の家族（配偶者や子供）も、[Internet Only] オプションを使用すれば、

VPN トンネルをアップすることなく、インターネットにアクセスできます。図 4 は、Web ベース アク

ティベーションの典型的なシナリオを図示したものです。

図 4 Web ベース アクティベーションの典型的なシナリオ

（注） Xauth クレデンシャルを入力すると、そのリモート サイトに属するすべてのユーザに対してトンネル

がアップします。トンネルがアップした後でリモート サイトに追加された PC には、Xauth クレデン

シャルを入力するためのプロンプトは表示されません。Web ベース アクティベーションは、すべての

リモート PC に対して VPN トンネルをアップ状態にするための認証方法であり、ユーザ別の認証を行

うための方法ではありません。VPN トンネル アクセスに関するユーザ別認証を行う場合は、Cisco 
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IOS 認証プロキシまたは 802.1x を使用します。その際に使用する機能は、リモート Easy VPN ルータ

上で設定できます（認証プロキシの設定方法については、「関連資料」の「IPsec および VPN の一般情

報」を、802.1x 認証の設定方法については「802.1x 認証」を参照してください）。

Web ベース アクティベーションの設定方法については、「Web ベース アクティベーションの設定」を

参照してください。

ここでは、Web ベース アクティベーション機能がオンになっている場合に、リモート テレワーカーに

対して表示されるさまざまな画面について説明します。

• 「Web ベース アクティベーション ポータル ページ」（P.12）

• 「VPN 認証バイパス」（P.13）

• 「VPN トンネル認証」（P.14）

• 「認証の成功」（P.15）

• 「無効化」（P.16）

Web ベース アクティベーション ポータル ページ

図 5 は、Web ベース アクティベーション ポータル ページの一例です。ユーザは、社内 LAN に接続す

るか、インターネットにだけ接続するかをクリック操作で選択できます。社内 LAN に接続する場合は 
[Connect Now] を、インターネットにだけ接続する場合は [Internet Only] をそれぞれクリックします。

（注） インターネットにだけ接続する場合、パスワードは不要です。

図 5 ポータル ページ
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VPN 認証バイパス

図 6 は、Web ベース アクティベーション ポータル ページで、ユーザがインターネットにだけ接続する

ために [Internet Only] オプションをクリックした場合の表示例です。このオプションの 大の特長は、

リモート テレワーカー本人が業務に使用する VPN トンネルの認証を行えない場合でも、その家族がイ

ンターネットを利用できることです。

図 6 [VPN Authentication Bypass] ページ
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（注） [Web-Based Activation] ウィンドウを誤って閉じてしまっても、次の 2 段階の手順により再接続できま

す。

1. ブラウザに、「http://routeripaddress/ezvpn/bypass」と入力し、その URL への接続を試みます。こ

の URL を入力すると、（[Internet Only] ボタンをクリックした際に）ご使用の IP アドレスに対し

て作成されていたバイパス ステートはクリアされます。この URL にアクセスするのはバイパス ス
テートをクリアするためです。ページが見つからないという内容のメッセージが表示されても問題

はありません。

2. バイパス ステートをクリアすると、外部のサイトを表示できます。[Connect and Bypass] ページが

再度表示されます。[Connect] ボタンをクリックすると、VPN に接続できます。

VPN トンネル認証

図 7 は、Web ベース アクティベーション ポータル ページで、ユーザが社内 LAN に接続するために

ユーザ名およびパスワードを入力した場合の表示例です。ユーザが認証されると、そのリモート サイ

トに対して Easy VPN トンネルがアップします。リモート サイトに複数の PC が存在する場合、トンネ

ルがアップした後に追加されたユーザは、社内 LAN に接続する場合でも、Xauth クレデンシャルを要

求されません。
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図 7 VPN トンネル認証

認証の成功

図 8 は、アクティベーションに成功した場合の画面の表示例です。VPN トンネルを無効にする場合、

[Disconnect] ボタンをクリックします。IKE SA がタイムアウトした場合（デフォルトでは 24 時間）、

リモート テレワーカーは Xauth クレデンシャルを入力してトンネルを再びアップ状態にする必要があ

ります。
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図 8 アクティベーションの成功

無効化

図 9 は、VPN トンネルの無効化が完了した場合の表示例です。このページは、5 秒間表示された後、

自動的に閉じます。
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図 9 VPN トンネルの無効化の完了

802.1x 認証

802.1x 認証機能を使用すると、Cisco IOS ルータにおいて、Easy VPN をクライアント モードで動作さ

せながら、802.1x 認証を実行できます。この機能の詳細については、「その他の参考資料」の「802.1x 
認証」を参照してください。
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トンネル アクティベーション オプション

トンネル アクティベーションには 3 つのオプションがあります。

• 自動アクティベーション

• 手動アクティベーション

• トラフィックトリガー アクティベーション（Cisco IOS Release 12.3(11)T では使用できません）

SDM では、トンネル接続 /接続解除オプションを使用できます。

自動アクティベーション

インターフェイスに対して Cisco Easy VPN Remote 機能が設定されると、Cisco Easy VPN トンネルへ

の接続が自動的に行われます。タイムアウトするか接続に失敗したトンネルは、自動的に再接続が試行

され、接続が確立するまで何度でも再試行されます。

Cisco Easy VPN Remote デバイスで自動トンネル制御を指定するには、crypto ipsec client ezvpn コマ

ンドを設定してから、connect auto コマンドを設定する必要があります。ただし、Easy VPN Remote 
コンフィギュレーションを新たに作成する場合は、デフォルトで「自動」が設定されるため、これらの

コマンドを使用する必要はありません。

特定のトンネルを接続解除またはリセットする場合は、clear crypto ipsec client ezvpn コマンドを使

用します。ただし、SDM を使用することもできます。

手動アクティベーション

Cisco Easy VPN Remote ソフトウェアには、Cisco Easy VPN トンネルの手動制御機能が実装されてい

ます。これにより、トンネルの確立および終端をオンデマンドで行えます。

Cisco Easy VPN Remote デバイスで手動トンネル制御を指定するためには、crypto ipsec client 

ezvpn コマンドを入力し、次に connect manual コマンドを入力する必要があります。

手動制御を指定すると、Cisco Easy VPN Remote は、Cisco Easy VPN Remote 接続の確立が試行され

るまで、コマンドの入力を待機することになります。トンネルがタイムアウトまたは接続に失敗する

と、後続の接続でも、コマンドの入力を待機しなくてはなりません。

設定が手動の場合、トンネルは crypto ipsec client ezvpn connect コマンドの発行後にだけ接続さ

れます。

特定のトンネルを接続解除またはリセットする場合は、clear crypto ipsec client ezvpn コマンドを

使用します。ただし、SDM を使用することもできます。

手動トンネル制御の詳しい設定方法については、「手動トンネル制御の設定」を参照してください。

トラフィックトリガー アクティベーション

（注） この機能は Cisco IOS Release 12.3(11)T では使用できません。

トランザクション ベースの VPN アプリケーションには、トラフィックトリガー アクティベーション

機能の使用を推奨します。また、Easy VPN コンフィギュレーションのバックアップを行う場合にも、

Easy VPN ダイヤル バックアップ機能とこの機能を併用することを推奨します。これにより、トンネル

を介してトラフィックを送信する場合だけ、バックアップがアクティブになります。
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Access Control List（ACL; アクセス コントロール リスト）トンネル制御を使用するためには、あらか

じめ「関心のある」トラフィックを記述しておく必要があります。ACL の詳細については、『Cisco 
IOS Security Configuration Guide: Securing the Data Plane』の「IP Access List Overview」の章を参

照してください。ACL トリガー トンネルの設定を実際に行う場合は、crypto ipsec client ezvpn コマ

ンドを connect acl コマンドと一緒に使用します。

デッド ピア検出ステートレス フェールオーバーのサポート

デッド ピア検出ステートレス フェールオーバーを設定する場合、次の 2 つのオプションを使用できます。

• バックアップ サーバ リスト ローカル設定

• バックアップ サーバ リスト自動設定

バックアップ サーバ リスト ローカル設定

バックアップ サーバ リスト ローカル設定機能では、複数の peer 文を入力できます。この機能が設定さ

れていると、クライアントがピアに接続しようとして、そのネゴシエーションに失敗した場合、Easy 
VPN では次のピアへのフェールオーバーが実行されます。フェールオーバーは、ピアのリストに従っ

て順次行われます。 後のピアに到達すると、Easy VPN により先頭のピアに戻ります。直前のピアの 
IKE SA および IPsec SA は削除されます。ホスト名だけでなく双方の IP アドレスにも、複数の peer 文
が使用できます。peer 文を設定したり設定解除したりしても、peer 文の配列は変更されません。

この機能を使用するには、peer コマンドを crypto ipsec client ezvpn コマンド後に使用します。

バックアップ サーバ リスト自動設定

Cisco IOS ソフトウェアをベースにした Easy VPN Remote に対しては、冗長構成用に 大 10 のバック

アップ サーバを設定できます。バックアップ サーバ機能を使用すると、Easy VPN サーバから Easy 
VPN Remote へ、バックアップ サーバ リストをプッシュできます。

管理者は、バックアップ リストを使用することで、障害や再送信の発生時や Dead Peer Detection
（DPD; デッド ピア検出）メッセージの受信時に特定の Easy VPN Remote の接続先となるバックアップ 
サーバを制御できます。

（注） バックアップ サーバ機能を有効にするには、サーバ上でバックアップ サーバ リストを事前に設定して

おく必要があります。

バックアップ サーバのしくみ

リモート A は、サーバ A への接続に失敗すると、サーバ B への接続を試みます。サーバ B にバック

アップ リストが設定されていれば、そのリストによってサーバ A のバックアップ サーバ リストは上書

きされます。サーバ B への接続にも失敗すると、リモート A は、設定済みのバックアップ サーバへ順

次接続を試みます。

（注） 自動モードの場合、ユーザはサーバ A で障害があれば、サーバ B へ自動的に移行します。ただし、手

動モードの場合は、移行の設定を手動で行う必要があります。移行の設定を手動で行う場合は、

connect キーワードを指定して crypto ipsec client ezvpn コマンドを使用します。
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この機能をイネーブルにするために、Easy VPN Remote で新たな設定を行う必要はありません。現在

のサーバを表示する場合は、show crypto ipsec client ezvpn コマンドを使用します。Easy VPN サーバ

によりプッシュされたピアを検索する場合も、同じコマンドを使用できます。

この機能のトラブルシューティングを行う場合は、debug crypto ipsec client ezvpn コマンドを使用し

ます。トラブルシューティングを行う上で、より詳細な情報が必要な場合は、debug crypto isakmp コ
マンドを使用してください。トラブルシューティングには、show crypto ipsec client ezvpn コマンド

を使用することもできます。

Cisco Easy VPN Remote 機能の概要

Cisco Easy VPN Remote は、複数の機能で構成された機能群であり、Cisco IOS Release 12.2(4)YA で
初めて導入されて以降、さまざまな改良がなされています。Cisco Easy VPN Remote を構成する機能

は次のとおりです。

• 「デフォルト内部インターフェイス」（P.21）：Cisco 800 シリーズ ルータのデフォルト Easy VPN 
内部インターフェイスを自動設定できます。

• 「内部インターフェイスの複数サポート」（P.22）：Cisco Easy VPN Remote 上で、内部インター

フェイスを 大 8 つまで設定できます。

• 「外部インターフェイスの複数サポート」（P.22）：外部インターフェイスに対して外部トンネルを

大 4 つまで設定できます。

• 「VLAN のサポート」（P.23）：VLAN を、有効な Easy VPN 内部インターフェイスとして設定でき

ます。

• 「サブネットの複数サポート」（P.23）：Easy VPN 内部インターフェイスに接続された複数のサブ

ネットを、Easy VPN トンネルに含めることができます。

• 「NAT 相互運用性のサポート」（P.23）：IPsec VPN トンネルの接続が解除された場合に、NAT の設

定が自動的に復旧します。

• 「ローカル アドレスのサポート」（P.24）：Cisco Easy VPN Remote には、機能強化の一環として、

local-address アトリビュートが新たに追加されました。このアトリビュートを使用すると、Easy 
VPN トンネル トラフィックの送信時に使用する IP アドレスを、どのインターフェイスで指定する

かを設定できます。

• 「ピア ホスト名」（P.24）：いずれかのピアがホスト名として定義された場合、そのホスト名は格納

され、トンネルの接続時に Domain Name System（DNS; ドメイン ネーム システム）lookup が実

行されます。

• 「プロキシ DNS サーバのサポート」（P.25）：Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションで、

ルータを LAN 接続ユーザ用のプロキシ DNS サーバとして動作するように設定できます。

• 「Cisco IOS ファイアウォールのサポート」（P.25）：この機能により、すべてのプラットフォーム上

で、Cisco IOS ファイアウォールを設定できます。

• 「同一インターフェイスでの Easy VPN Remote および Easy VPN Server のサポート」（P.25）：
Easy VPN Remote と Easy VPN サーバが同一のインターフェイスでサポートされます。これによ

り、同じインターフェイスで同時に別の Easy VPN サーバへのトンネルを確立し、Easy VPN ソフ

トウェア クライアントを終端することができます。

• 「同一インターフェイスでの Easy VPN Remote およびサイトツーサイトのサポート」（P.25）：
Easy VPN Remote とサイトツーサイト（クリプト マップ）が同一のインターフェイスでサポート

されます。これにより、別の Easy VPN サーバへのトンネルを確立すると同時に、同一のインター

フェイスで別のサイトツーサイトを構成できます。
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• 「Cisco Easy VPN Remote Web マネージャ」（P.26）：組み込み Web インターフェイスを使用するこ

とにより、Cisco uBR905 および Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータ上で Cisco Easy VPN 
Remote 機能を管理できます。

• 「デッド ピア検出定期メッセージ オプション」（P.26）：使用しているルータから、その IKE ピアの

稼動状況について定期的に照会が行われるよう設定できます。

• 「ロード バランシング」（P.26）：リモート デバイスが過負荷状態のため、これ以上トラフィックを

受け入れられない場合、そのリモートが新たに接続すべき IKE サーバの IP アドレスを記載した通

知メッセージが、VPN 3000 により送信されます。

• 「管理用拡張機能」（P.27）：VPN リモートのリモート管理が可能です。

• 「PFS のサポート」（P.27）：VPN リモート デバイスからの要求を受けて、サーバから Perfect 
Forward Secrecy（PFS; 完全転送秘密）コンフィギュレーション モードのアトリビュートが送信さ

れます。

• 「ダイヤル バックアップ」（P.27）：リモート デバイス上で、ダイヤル バックアップ トンネル接続

を設定できます。

• 「仮想 IPsec インターフェイスのサポート」（P.29）：インターネットだけでなく、さまざまな Easy 
VPN コンセントレータへトラフィックを選択的に送信できます（IPsec 仮想トンネル インター

フェイス機能の参考資料についても説明があります）。

• 「デュアル トンネルのサポート」（P.32）：内部インターフェイスおよび外部インターフェイスを共

有する複数の Easy VPN トンネルを設定して、2 つのピアを 2 つの異なる VPN サーバへ同時に接

続させることができます。

• 「バナー」（P.35）：Easy VPN サーバによりプッシュされたバナーを、Easy VPN Remote デバイス

にダウンロードできます。このバナーは、Xauth および Web ベース アクティベーションで使用で

きます。このバナーは、Easy VPN トンネルをアクティブにすると、Easy VPN Remote コンソー

ル上に（Web ベース アクティベーションを使用している場合は HTML ページとして）表示されま

す。

• 「設定管理の拡張機能（モード設定交換による設定 URL のプッシュ）」（P.35）：Easy VPN サーバ

によりプッシュされた URL を、Easy VPN Remote デバイスにダウンロードできます。また、設定

の内容を Easy VPN Remote デバイスにダウンロードし、それを実行設定に適用することもできま

す。

• 「プライマリ ピアの再アクティブ化」（P.35）：プライマリ ピアを指定できます。Easy VPN デバイ

スがプライマリ ピアからバックアップ ピアへフェールオーバーした後で、プライマリ ピアが再び

使用可能になると、バックアップ ピアとの接続は切断され、プライマリ ピアとの接続が確立され

ます。

• 「同一アドレス指定のサポート」（P.36）：この機能を使い Easy VPN と NAT を併用することで、複

数のリモートと重複する内部 IP アドレスが Easy VPN サーバへ接続できます。

• 「Easy VPN Client におけるシスコ トンネリング制御プロトコル（cTCP）のサポート」（P.37）：リ

モート デバイス（クライアント）およびヘッドエンド デバイス上で cTCP がイネーブルになって

いる場合、IKE および ESP（プロトコル 50）のトラフィックを TCP ヘッダーでカプセル化し、ク

ライアントとヘッドエンド デバイスの間に配置されたファイアウォールを通過できる（TCP トラ

フィックと見なされる）ようにします。

デフォルト内部インターフェイス

Easy VPN Remote では、Cisco 800 シリーズ ルータのデフォルト Easy VPN 内部インターフェイスの

自動設定がサポートされています。デフォルトの内部インターフェイスは、イーサネット 0 です。
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Cisco 800 シリーズ ルータ上で、デフォルトの内部インターフェイスをディセーブルにし、別の内部イ

ンターフェイスを設定する場合は、まず新しい内部インターフェイスを設定したうえで、デフォルトの

内部インターフェイスをディセーブルにする必要があります。デフォルトの内部インターフェイスを

ディセーブルにする場合は、次のコマンドを使用します。

no crypto ipsec client ezvpn name inside

新しい内部インターフェイスを設定する前に、デフォルトの内部インターフェイスをディセーブルにす

ると、次のようなメッセージ（3 行目および 4 行目）が表示されます。

Router(config)# interface ethernet0
Router(config-if)# no crypto ipsec client ezvpn hw-client inside
Cannot remove the single inside interface unless
one other inside interface is configured

内部インターフェイスの複数サポート

Cisco Easy VPN Remote 機能の内部インターフェイス サポートが強化され、すべのプラットフォーム

上で 複数の内部インターフェイスを使用できるようになりました。次の強化されたコマンドを使用す

ると、内部インターフェイスを手動で設定できます。

interface interface-name
crypto ipsec client ezvpn name [outside | inside]

（注） 複数の内部インターフェイスは、Cisco Easy VPN サーバと Cisco Easy VPN クライアントに同じタイ

プの Easy VPN コンフィギュレーションがある場合にだけサポートされます。つまり、両方でレガシー 
Easy VPN コンフィギュレーションを使用する、または両方で DVTI コンフィギュレーションを使用す

る必要があります。

複数の内部インターフェイスを設定する方法については、「内部インターフェイスの複数設定」を参照

してください。

内部インターフェイスの複数サポート機能には、次のような特長があります。

• Cisco 800 シリーズおよび Cisco 1700 シリーズのルータ上では、内部インターフェイスが 大 8 つ
までサポートされます。

• 各外部インターフェイスに対して、内部インターフェイスを少なくとも 1 つ設定する必要がありま

す。この要件が満たされていないと、Cisco Easy VPN Remote 機能は接続を確立しません。

• 新しい内部インターフェイスを追加、または既存の内部インターフェイスを削除すると、Cisco 
Easy VPN Remote 接続（現在確立されているトンネル）は自動的にリセットされます。ただし、

手動で設定されたトンネルは再接続する必要があります。その際、Cisco Easy VPN サーバにより 
Xauth が要求された場合は、ユーザに対してプロンプトが再度表示されます。Cisco Easy VPN 
Remote が、自動接続を行うように設定されており、かつ Xauth が要求されなければ、ユーザ入力

は必要ありません。

• show crypto ipsec client ezvpn コマンドを使用すると、設定された内部インターフェイスまたは

デフォルト設定を表示できます。

外部インターフェイスの複数サポート

Easy VPN Remote 機能では、各外部インターフェイスごとに 1 つの Easy VPN トンネルを使用できま

す。Cisco ルータ 1 台につき 大 4 つの Easy VPN トンネルを設定できます。各 Easy VPN トンネルに

対しては、複数の内部インターフェイスを設定できますが、ダイヤル バックアップが設定されていな
22



Cisco Easy VPN Remote

  Cisco Easy VPN Remote について
い場合、Easy VPN トンネルと重複する内部インターフェイスは設定できません。ダイヤル バックアッ

プの詳細については、「ダイヤル バックアップ」を参照してください。複数の外部インターフェイスを

設定する場合は、crypto ipsec client ezvpn コマンドおよび outside キーワードを使用します。

特定のトンネルを接続解除またはクリアする場合は、clear crypto ipsec client ezvpn コマンドで 
IPsec VPN トンネルの名前を指定します。トンネル名を指定しないと、既存のトンネルがすべてクリア

されます。

複数の外部インターフェイスを設定する方法については、「外部インターフェイスの複数設定」を参照

してください。

VLAN のサポート

VLAN 上の内部インターフェイスで、Easy VPN がサポートされるようになりました。これは、

12.3(7)XR よりも前の Cisco IOS リリースでは実現されなかったことです。この機能では、接続時に送

信元プロキシとして VLAN サブネット アドレスまたは VLAN サブネット マスクを使用して SA を確

立できます。

VLAN における内部インターフェイスのサポートを有効にするには、各 VLAN を Easy VPN 内部イン

ターフェイスとして定義する必要があります。さらには、各内部インターフェイスに対し、他の内部イ

ンターフェイスと同じ方法で、IPsec SA を確立する必要があります。内部インターフェイスおよび外

部インターフェイスの詳細については、「内部インターフェイスの複数サポート」および「外部イン

ターフェイスの複数サポート」を参照してください。

VLAN に対する内部インターフェイスのサポート機能は、VLAN をサポートする Cisco ルータ上に

限ってサポートされています。

サブネットの複数サポート

Easy VPN 内部インターフェイスに複数のサブネットが接続されている環境では、必要に応じてそれら

のサブネットを Easy VPN トンネルに含めることができます。まず、Easy VPN トンネルに含めるサブ

ネットを指定するため、ACL でそれらを定義します。ACL の設定方法については、「その他の参考資

料」の「アクセス コントロール リストの設定」を参照してください。次に、acl コマンドを crypto 
ipsec client ezvpn（グローバル）コマンド後に使用し、ACL を Easy VPN コンフィギュレーションに

リンクする必要があります。Easy VPN 内部インターフェイスで定義されたサブネットだけでなく、

ACL で定義された各サブネットに対しても、IPsec SA は、Easy VPN Remote によって自動的に作成さ

れます。

（注） クライアント モードでは、サブネットの複数設定はできません。

（注） この機能は、Cisco Easy VPN サーバと Cisco Easy VPN クライアントに同じタイプの Easy VPN コン

フィギュレーションがある場合にだけサポートされます。つまり、両方でレガシー Easy VPN コンフィ

ギュレーションを使用する、または両方で DVTI コンフィギュレーションを使用する必要があります。

NAT 相互運用性のサポート

Cisco Easy VPN Remote では、NAT との相互運用性がサポートされています。NAT の設定と Cisco 
Easy VPN Remote コンフィギュレーションは併用可能です。IPsec VPN トンネルがダウンすると、

NAT の設定が適用されます。
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Cisco Easy VPN Remote 機能では、IPsec VPN トンネルが切断されると、ルータにより NAT の既存の

設定が自動的に復旧します。ユーザ定義のアクセス リストは、切断の影響を受けません。トンネルが

タイムアウトしたり、接続解除されたりしても、インターネットの中でトンネル化されていない領域で

あれば、ユーザは引き続きアクセスできます。

（注） スプリット トンネリングが使用されているクライアント モードでは、NAT の相互運用性はサポートさ

れていません。

ローカル アドレスのサポート

Cisco Easy VPN Remote 機能では、新たに local-address アトリビュートが使用できるようになりまし

た。このアトリビュートを使用すると、Easy VPN Remote トンネル トラフィックの送信時に使用する 
IP アドレスを、どのインターフェイスで指定するかを設定できます。local-address コマンドを使用し

てインターフェイスを指定したら、そのインターフェイスに固定 IP アドレスを手動で割り当てるか、

cable-modem dhcp-proxy interface コマンドを使用して、指定したインターフェイスにパブリック IP 
アドレスを自動設定します。設定の詳細については、「プロキシ DNS サーバサポートの設定」を参照

してください。

ローカル アドレスのサポート機能は、すべてのプラットフォーム上で使用できますが、Cisco uBR905 お
よび Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータにおいて cable-modem dhcp-proxy interface コマンドと併

用すると、より効果を発揮します。通常、ループバック インターフェイスを使用してCisco uBR905 およ

び Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータのトンネル トラフィックを探り当てます。

通常の DOCSIS ネットワークの場合、Cisco uBR905 および Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータ

では普通、ケーブル モデム インターフェイスにプライベート IP アドレスを設定します。初期の Cisco 
Easy VPN Remote 機能では、Easy VPN Remote をサポートする場合、ケーブル モデム インターフェ

イスにはパブリック IP アドレスが必要でした。

現在の Cisco Easy VPN Remote 機能では、ケーブル プロバイダーがケーブル DHCP プロキシ機能を使

用して、パブリック IP アドレスを取得し、それをケーブル モデム インターフェイス（通常はループ

バック インターフェイス）に割り当てることができます。

cable-modem dhcp-proxy interface コマンドの詳細については、『Master Commands List』
（http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html）を参照してください。

（注） cable-modem dhcp-proxy interface コマンドがサポートされているのは、Cisco uBR905 ケーブル ア
クセス ルータおよび Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータだけです。

ピア ホスト名

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションでは、ピアを IP アドレスまたはホスト名として定義で

きます。通常、ピアがホスト名として定義されている場合は、ただちに DNS lookup が実行され、IP ア
ドレスが取得されます。Cisco Easy VPN Remote 機能では、DNS エントリの変更をサポートするため、

ピア ホスト名機能が強化されています。ピアがホスト名として定義された時点ではなく、トンネル接続

が確立された時点で DNS lookup が実行されるように、ホスト名のテキスト文字列は保存されます。

ピア ホスト名機能をイネーブルにする方法については、「Easy VPN Remote コンフィギュレーション

の設定およびその割り当て」を参照してください。
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プロキシ DNS サーバのサポート

Easy VPN トンネルがダウンした場合には、ISP またはケーブル プロバイダーの DNS アドレスを使用

して DNS 要求を解決する必要があります。WAN 接続がアップ状態にある場合は、企業の DNS アドレ

スを使用します。

WAN 接続がダウンした場合には、ケーブル プロバイダーの DNS アドレスを実際に使用する 1 つの手

段として、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション内のルータを、プロキシ DNS サーバとし

て動作するよう設定できます。LAN に接続されているユーザに対しプロキシ DNS サーバとして動作

しているルータは、実際の DNS サーバの代わりに、ローカル ユーザから DNS クエリーを受け取りま

す。これにより、DHCP サーバからは、ルータの LAN アドレスを DNS サーバの IP アドレスとして送

信できます。WAN 接続がアップすると、ルータにより、実際の DNS サーバへ DNS クエリーが転送さ

れると同時に、その DNS クエリーがキャッシュに記録されます。

プロキシ DNS サーバ機能をイネーブルにする方法については、「プロキシ DNS サーバサポートの設

定」を参照してください。

Cisco IOS ファイアウォールのサポート

Cisco Easy VPN Remote 機能は、すべてのプラットフォーム上で、Cisco IOS ファイアウォールの設定

と連動して機能します。

同一インターフェイスでの Easy VPN Remote および Easy VPN Server のサポート

この機能を使用すると、Easy VPN Remote と Easy VPN Server が、同一のインターフェイスでサポー

トされます。これにより、同じインターフェイスで、別の Easy VPN Server へのトンネルを確立する

と同時に、Easy VPN ソフトウェア クライアントを終端することができます。Easy VPN Remote を使

用して、社内 Easy VPN サーバへ接続すると同時に、ローカル ソフトウェア クライアント ユーザを終

端する遠隔地などでは、この機能がよく使用されます。

同一インターフェイスでの Easy VPN Remote および Easy VPN Server のサポート機能に関する詳細に

ついては、「その他の参考資料」の「同一インターフェイスでの Easy VPN Remote および Easy VPN 
Server のサポート」を参照してください。

同一インターフェイスでの Easy VPN Remote およびサイトツーサイトのサポート

この機能を使用すると、Easy VPN Remote とサイトツーサイト（クリプト マップ）が同一のインター

フェイスでサポートされます。これにより、別の Easy VPN サーバへのトンネルを確立すると同時に、

同一のインターフェイスで別のサイトツーサイトを構成できます。サイトツーサイト トンネルを介し

てリモート ルータを管理するとともに、Easy VPN Remote を使用して、リモート サイトから社内 
Easy VPN サーバへの接続を行っているサードパーティの VPN サービス プロバイダーなどでは、この

機能がよく使用されます。

同一インターフェイスでの Easy VPN Remote およびサイトツーサイトのサポート機能についての詳細

は、「その他の参考資料」の「Easy VPN Remote and Site to Site on the Same Interface」を参照してく

ださい。
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Cisco Easy VPN Remote Web マネージャ

Cisco Easy VPN Remote 機能の管理には、Web インターフェイス マネージャも使用できます。たとえ

ば、SDM は Web インターフェイス マネージャの 1 つで、Cisco 830 シリーズ、Cisco 1700 シリーズ、

Cisco 2600 シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、および Cisco 3700 シリーズのルータでサポートされてい

ます。SDM では、トンネルの接続や接続解除を行えるほか、Web インターフェイスによる Xauth を実

行できます。SDM の詳細については、『Cisco Security Device Manager』を参照してください。

Cisco Router Web Setup（CRWS）ツールも Web インターフェイス マネージャの 1 つです。CRWS は、

Cisco 806 ルータでサポートされています。CRWS では、SDM と同様の Web インターフェイスを使用

できます。

その他に、Cisco Easy VPN Remote Web Manager という Web インターフェイス マネージャもありま

す。これは、Cisco uBR905 および Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータで Cisco Easy VPN 
Remote 機能を管理する際に使用します。Cisco Easy VPN Remote 接続を管理する際、CLI にアクセス

する必要はありません。

Web インターフェイス マネージャには、次のような機能があります。

• Cisco Easy VPN Remote トンネルの現在のステータスを表示する。

• 手動制御に設定されたトンネルを接続する。

• 手動制御に設定されたトンネルの接続を解除する、または自動制御に設定されたトンネルをリセッ

トする。

• 必要に応じて、Xauth 情報を入力するためのプロンプトを表示する。

Cisco Easy VPN Remote Web マネージャの詳細については、「VPN 接続のトラブルシューティング」

を参照してください。

デッド ピア検出定期メッセージ オプション

デッド ピア検出定期メッセージ オプションを使い、使用しているルータが、その IKE ピアの稼動状況

を定期的に照会するよう設定できます。このオプションを使用すると、デフォルトのオンデマンド 
デッド ピア検出機能を使用した場合に比べ、停止しているピアをより早期に検出できます。デッド ピ
ア検出定期メッセージ オプションの詳細については「その他の参考資料」の「デッド ピア検出」を参

照してください。

ロード バランシング

Cisco VPN 3000 コンセントレータがロード バランシング用に設定されている場合、VPN 3000 は、仮

想 IP アドレス上の VPN Remote から着信 IKE 要求を受け取ります。リモート デバイスが過負荷状態

でこれ以上トラフィックを受け入れられない場合、VPN 3000 は、そのリモートが接続すべき IKE 
サーバの IP アドレスを記載した通知メッセージを送信します。それまでの接続は切断され、リダイレ

クトされた VPN ゲートウェイに対して新しい接続が確立されます。

ロード バランシングを実行するために必要な設定はありません。VPN ゲートウェイがロード バランシ

ング用に設定されており、ロード バランシングが実行中であるという通知が VPN リモートに送信され

ると、その VPN リモートでロード バランシング機能が利用可能になります。

ロード バランシングが実行されているかどうかを確認する場合は、debug crypto isakmp コマンド、

debug crypto ipsec client ezvpn コマンド、および show crypto ipsec コマンドを使用します。ロード 
バランシング プロセスのトラブルシューティングを行う場合は、show crypto ipsec コマンドを使用し

ます。
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管理用拡張機能

Easy VPN Remote の管理機能が拡張されたのに伴って、VPN Remote のリモート管理が可能になりま

した。この機能では、コンフィギュレーション モードに応じて IPv4 アドレスが VPN リモートへプッ

シュされます。この IPv4 アドレスは、VPN リモート上で 初に使用可能なループバック インター

フェイスに割り当てられますが、スタティックに定義された既存のループバックはいずれも有効です。

接続が解除されると、アドレスおよびループバック インターフェイスは、アクティブなインターフェ

イスのリストから削除されます。

VPN リモートが接続されると、トンネルのリモート エンドからループバック インターフェイスにアク

セスできるようになります。PAT アクティビティはすべて、このインターフェイスの IP アドレスを介

して変換されます。

ループバックが存在し、かつそれに対して IP アドレスは関連付けられているが、その状態が割り当て

られていない場合、モード設定アドレス管理にはこのインターフェイスが適しています。

（注） ループバック インターフェイスにアドレスを割り当てた後、NVRAM に設定を保存し、VPN リモート

を再起動すると、その設定内には設定アドレスが永続的に保存されます。NVRAM に設定を保存し、

VPN リモートを再起動した場合は、コンフィギュレーション モードを開始し、ループバック インター

フェイスから IP アドレスを手動で削除する必要があります。

ループバックが削除されたかどうかを確認する場合は、show ip interface コマンドおよび brief キー

ワードを使用します。この show コマンドの出力結果には、インターフェイスも表示されます。

PFS のサポート

VPN リモート デバイスからの要求を受けて、サーバから Perfect Forward Secrecy（PFS; 完全転送秘

密）コンフィギュレーション モードのアトリビュートが送信されます。リモート デバイスの以降の接

続により、リモートが PFS を受信していないことがわかると、IPsec プロポーザルでは PFS を送信し

ません。

（注） これらの IPsec プロポーザルにより提示される PFS グループは、IKE で使用されるグループと同じです。

PFS グループを表示し、現在 PFS を使用していることを確認する場合は、show crypto ipsec client 
ezvpn コマンドを使用します。

ダイヤル バックアップ

（注） ダイヤル バックアップ機能は、Cisco IOS Release 12.3(11)T では使用できません。

Easy VPN Remote でダイヤル バックアップ機能を使用すると、リモート デバイスに対してダイヤル 
バックアップ トンネル接続を設定できます。バックアップ機能は、実際のデータを送信する場合にだ

け「始動」します。そのため、トラフィックがない場合でも作成やメンテナンスが必要になる、高価な

ダイヤルアップ リンクや ISDN リンクは必要ありません。

図 10 は、Easy VPN Remote におけるダイヤル バックアップの典型的な使用例を図示したものです。

このシナリオでは、Cisco 1751 リモート デバイスから 別の Cisco 1751（サーバとして動作）への接続

が試行される際、プライマリ Easy VPN トンネルに障害が発生したため、Cisco 1751 への接続が Easy 
VPN バックアップ トンネルを介して再ルーティングされています。
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図 10 Easy VPN シナリオ用のダイヤル バックアップ

ダイヤルオンデマンド ソリューションを使用したダイヤル バックアップ

IP スタティック ルート トラッキングを使用すると、Point-to-Point Protocol over Ethernet（PPPoE）
トンネルまたは IPsec VPN トンネルが「ダウンした」こと、および WAN または LAN の代替ポート

（T1 ポート、ISDN ポート、アナログ ポート、補助ポートなど）から、事前設定された宛先への 
Dial-on-Demand（DDR; ダイヤルオンデマンド）接続が開始されたことを、Cisco IOS ソフトウェアに

より検出できます。致命的な障害の重複（インターネット回線の障害やピア デバイスの障害など）も、

こうした事態の原因となります。リモート ルートの社内ネットワークへのルートは、スタティック 
ルート 1 つです。IP スタティック ルート トラッキング機能を使用すれば、Internet Control Message 
Protocol（ICMP; インターネット制御メッセージ プロトコル）や TCP などのプロトコルを介して、

（IP アドレスやホスト名を基に）オブジェクトをトラッキングできます。また、トラッキングされたオ

ブジェクトの状態に基づいて、スタティック ルートを設定したり削除します。トラッキング機能によ

り、インターネット接続が解除されたと判断されると、プライマリ インターフェイスのデフォルト 
ルートは削除され、バックアップ インターフェイスのフローティング スタティック ルートがイネーブ

ルになります。

オブジェクト トラッキングを使用したダイヤル バックアップ

Easy VPN Remote デバイス上でダイヤル バックアップ機能を有効にするには、IP スタティック ルート 
トラッキングを設定する必要があります。オブジェクト トラッキングの設定は、Easy VPN Remote ダ
イヤル バックアップの設定とは独立したものです（オブジェクト トラッキングの詳細については、機

能ガイド『Reliable Static Routing Backup Using Object Tracking』を参照してください）。

Easy VPN Remote におけるダイヤル バックアップ サポートの設定

Easy VPN Remote に対してダイヤル バックアップを設定する場合は、2 つの Easy VPN Remote オプ

ションを使用します。これらのオプションはそれぞれ、バックアップ Easy VPN コンフィギュレーショ

ンへの接続、およびトラッキング システムへの接続を行うためのものです。

• バックアップのトリガー時にアクティブになる Easy VPN コンフィギュレーションを指定するに

は、backup コマンドを crypto ipsec client ezvpn（グローバル）コマンドの後に使用します。

• Easy VPN Remote デバイスは、オブジェクトの状態変更に関する通知を取得するため、トラッキ

ング システムに登録されます。track コマンドを使用すると、トラッキング プロセスに対し、

Easy VPN Remote デバイスがオブジェクトのトラッキング中であると通知できます。トラッキン

グするオブジェクトは、オブジェクト番号で識別されます。すると今度はトラッキング プロセス

から、そのオブジェクトの状態がいつ変更したのか、Easy VPN Remote デバイスへ通知されます。

この通知により、Easy VPN Remote デバイスは、そのオブジェクトの状態がいつ変更したのか認

識します。Easy VPN Remote デバイスが、その通知により、トラッキングされたオブジェクトが
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ダウン状態になったとわかった場合、その時点でバックアップ接続をアップ状態にします。トラッ

キングされたオブジェクトが再びアップ状態になると、バックアップ接続は切断され、Easy VPN 
Remote デバイスによりプライマリ接続へのスイッチ バックが行われます。

（注） それぞれのプライマリ Easy VPN コンフィギュレーションに対してサポートされるバックアップ コン

フィギュレーションは 1 つだけです。プライマリ Easy VPN コンフィギュレーションおよびバックアッ

プ Easy VPN コンフィギュレーションは、内部インターフェイスごとに指定する必要があります。

ダイナミックにアドレス指定される環境

ダイナミックにアドレス指定される環境にダイヤル バックアップを導入する場合は、IP SLA プレルー

ト ICMP エコー プローブ機能を使用します。この機能の詳細については、『Release Notes for Cisco 
1700 Series Routers for Cisco IOS Release 12.3(7)XR』を参照してください。IP SLA プレルート ICMP 
エコー プローブ機能の実行には、source-interface キーワードを指定して icmp-echo コマンドを使用

します。

ダイヤル バックアップの例

ダイヤル バックアップの設定例については、「ダイヤル バックアップの例」を参照してください。

仮想 IPsec インターフェイスのサポート

仮想 IPsec インターフェイスのサポート機能により、ルーティング可能なインターフェイスから、イン

ターネットやさまざまな Easy VPN コンセントレータに対して、トラフィックを選択的に送信できます。

12.4(4)T よりも前の Cisco IOS リリースでは、トンネルの状態がアップ状態からダウン状態またはその

逆に遷移した時点で、モード設定中にプッシュされたアトリビュートを解析し、それを適用する必要が

ありました。また、これらのアトリビュートにより設定内容がインターフェイスに適用されると、既存

の設定内容は上書きされていました。仮想 IPsec インターフェイスのサポート機能を使用すると、トン

ネルがアップ状態での設定を個々のインターフェイスに適用できるため、トンネルのアップ時に個々の

機能を別々に適用することが容易になります。トンネルへ送出されるトラフィックに適用される機能

と、トンネルを経由しないトラフィック（スプリット トンネルのトラフィックや、トンネルがダウン状

態のときにデバイスから送出されたトラフィックなど）に適用される機能は区別できます。Easy VPN 
のネゴシエーションが完了すると、仮想アクセス インターフェイスの回線プロトコルは、アップ状態に

変更されます。セキュリティ アソシエーション（SA）の失効または削除により Easy VPN トンネルが

ダウンすると、仮想アクセス インターフェイスの回線プロトコルは、ダウン状態に変更されます。

ルータは、Easy VPN の仮想インターフェイスにおいてトラフィック セレクタとして機能します。つま

り、クリプト マップ上のアクセス リストが持つ役割をルータが代行します。仮想インターフェイスの

設定では、Easy VPN サーバにダイナミック仮想 IPsec インターフェイスが設定されている場合、Easy 
VPN は、1 つの IPsec SA とネゴシエーションします。この唯一の SA は、設定されている Easy VPN 
モードにかかわらず作成されます。

この SA が作成されると、仮想アクセス インターフェイスへのルートが追加され、トラフィックが社

内ネットワークに送信されます。また、Easy VPN では、VPN コンセントレータへのルートも追加さ

れます。それによって、IPsec カプセル化されたパケットが、社内ネットワークへルーティングされま

す。スプリット モード以外のモードでは、仮想アクセス インターフェイスへのデフォルト ルートが追

加されます。Easy VPN サーバによりスプリット トンネルが「プッシュ」された場合は、そのスプリッ

ト トンネルのサブネットに、仮想アクセス インターフェイスへのルートが追加されます。どちらの場

合も、ピア（VPN コンセントレータ）が直接接続されていない場合、Easy VPN は、そのピアにルー

トを追加します。
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（注） • Cisco Easy VPN Client ソフトウェアを搭載した大半のルータには、デフォルトのルートが設定さ

れています。設定されているデフォルト ルートには、1 より大きなメトリック値を指定する必要が

あります。これは、Easy VPN により追加されるデフォルト ルートのメトリック値が 1 であるため

です。このルートは、仮想アクセス インターフェイスへつながっているため、コンセントレータ

がスプリット トンネル アトリビュートを「プッシュ」しない場合、すべてのトラフィックは社内

ネットワークへ送信されます。

IPsec 仮想トンネル インターフェイス機能の詳細については、『IPSec Virtual Tunnel Interface』を参照

してください（このマニュアルの「関連資料」にある「IPsec および VPN の一般情報」の項に URL リ
ンクが設定されています）。

表 1 は、リモート デバイスのさまざまな設定方法と、それぞれに対応するヘッドエンド IPsec アグリ

ゲータの設定をまとめたものです。それぞれの行が、リモート デバイスの設定方法に対応します。3 列
目には、IPsec インターフェイスとともに使用できるさまざまなヘッドエンド設定が記載されていま

す。表 1 および表 3 で使用されている用語の説明については、表 2を参照してください。

表 1 リモート デバイスの各設定と、各ヘッドエンドおよびその設定との対応関係

リモート デバイス

の設定

Cisco IOS ヘッドエンド：

クリプト マップの使用

Cisco IOS ヘッドエンド：

IPsec インターフェイスの

使用 VPN3000/ASA

クリプト マップ • サポートされます。 — —

Easy VPN 仮想イ

ンターフェイス

• サポートされます。

• 各スプリット トンネル

に対して複数の SA が
作成されます。

• ヘッドエンドにイン

ターフェイスがないた

め、インターフェイス

の機能はサポートでき

ません。

• Quality of Service
（QoS）が限定的にサ

ポートされます。

• サポートされます。

• スプリット トンネルお

よび非スプリット トン

ネルにおいて SA が 1 
つだけ作成されます。

• サーバ上でルートの挿

入が行われます。

• インターフェイスにト

ラフィックが送信され

るよう、リモート デバ

イス上にルートが挿入

されます。

• サポートされま

す。

• 各スプリット ト
ンネルに対して

複数の SA が作成

されます。
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表 2 は、表 1 および表 3 で使用されているいくつかの用語とその説明をまとめたものです。

レガシー Easy 
VPN

• デフォルトのポリシー

がプッシュされた場合

は、ヘッドエンド上で 
IPsec SA が 1 つだけ作

成されます。

• スプリット トンネルの

ポリシーがリモート デ
バイスにプッシュされ

た場合は、複数の SA 
が作成されます。

• サポートされません。

• ヘッドエンドの各イン

ターフェイスでは SA 
を複数使用できないた

め、スプリット トンネ

ルでは使用できませ

ん。

• サポートされま

す。

• スプリット トン

ネルに対して複

数の SA が作成さ

れます。

スタティック仮想

インターフェイス

• サポートされません。 • サポートされます。

• ヘッドエンド上のスタ

ティック インターフェ

イスまたはダイナミッ

ク インターフェイスと

ともに使用できます。

• ネットワークに到達す

るためにはルーティン

グのサポートが必要で

す。

• サポートされま

せん。

表 1 リモート デバイスの各設定と、各ヘッドエンドおよびその設定との対応関係 （続き）

リモート デバイス

の設定

Cisco IOS ヘッドエンド：

クリプト マップの使用

Cisco IOS ヘッドエンド：

IPsec インターフェイスの

使用 VPN3000/ASA

表 2 表 1 および表 3 で使用されている用語

用語 説明

ASA Cisco 適応型セキュリティ アプライアンス（Cisco Adaptive 
Security Appliance）は、脅威管理セキュリティ アプライアン

スの 1 つです。

クリプト マップ 通常は、IPsec トンネルの設定に使用されます。クリプト マッ

プは、各インターフェイスに付随します。クリプト マップの

詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide: 
Secure Connectivity』の「Configuring Security for VPNs with 
IPsec」の章の「Creating Crypto Map Sets」を参照してくださ

い（本マニュアルの「関連資料」に URL リンクが設定されて

います）。

Easy VPN デュアル トンネル リ
モート デバイス

ともにダイナミック IPsec 仮想トンネル インターフェイスを

使用する 2 つの Easy VPN Remote デバイスの設定。

Easy VPN 仮想インターフェイス リ
モート デバイス（Easy VPN 仮想イ

ンターフェイス）

ダイナミック IPsec 仮想トンネル インターフェイスの使用方

法を設定する Easy VPN Remote の設定。

IPsec インターフェイス スタティック IPsec 仮想インターフェイスとダイナミック 
IPsec 仮想インターフェイスとがあります。
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デュアル トンネルのサポート

現在、Easy VPN では、同じ内部インターフェイスおよび外部インターフェイスを持った 2 つの Easy 
VPN トンネルを設定できる機能がサポートされています。これを、Easy VPN デュアル トンネルと言い

ます。1 つのリモート デバイス上で複数のトンネルを設定するには、いくつかの方法があります。表 3 
はそれらの方法と、設定上および使用上の注意事項をまとめたものです。ここでは、1 つの具体例とし

て、仮想インターフェイスを持つ Easy VPN トンネルを使用したデュアル トンネルの設定方法について

説明します。このような方法で設定できる機能を、デュアル トンネルのサポート機能と言います。

デュアル トンネルを備えた Easy VPN を設定する場合は、仮想 IPsec インターフェイスのサポート機能

を使用して各 Easy VPN トンネルを設定します。詳細は、「仮想 IPsec インターフェイスのサポート」

を参照してください。各 Easy VPN トンネルには、Easy VPN の設定が完了した段階で、それぞれ一意

の仮想インターフェイスが作成されます。

デュアル トンネルには、次の 2 通りの組み合せが可能です。

• 一方のヘッドエンドからプッシュされた非スプリット トンネル ポリシーを使用するトンネルと、

もう一方のヘッドエンドからプッシュされたスプリット トンネル ポリシーを使用するトンネルと

の組み合せ。

• 各ヘッドエンドからプッシュされた独立のスプリット トンネル ポリシーを使用するトンネル同士

の組み合せ。

（注） Easy VPN デュアル トンネルでは、非スプリット トンネル ポリシーを使用した 2 つのトンネルを組み

合せることはできません。

Easy VPN デュアル トンネルでは、正しい Easy VPN 仮想トンネル インターフェイスを介して適切な

トラフィックを送信するために、ルートの挿入が利用されます。Easy VPN トンネルは、リモート デバ

イス上で「アップ状態になる」と、ヘッドエンドからスプリット ポリシーまたは非スプリット ポリ

シーを「学習」します。学習したのが非スプリット ポリシーの場合は、Easy VPN Remote デバイスに

より、非スプリット ネットワークに対応するルーティング テーブルにルートが挿入されます。ヘッド

エンドから Easy VPN Remote デバイスへ非スプリット ポリシーがプッシュされると、その Easy VPN 
Remote デバイスでは、ルーティング テーブルにデフォルト ルートが設定されます。この Easy VPN ト
ンネルに対応する Easy VPN 仮想 インターフェイスからのトラフィックはすべてデフォルト ルート経

IPsec 仮想トンネル インターフェイ

ス

仮想テンプレート トンネル インターフェイスを基に IPsec 
モードを使用して作成されたトンネル インターフェイス。仮

想トンネル インターフェイスの設定の詳細については、

『IPSec Virtual Tunnel Interface』を参照してください（このマ

ニュアルの「関連資料」にある「IPsec および VPN の一般情

報」の項に URL リンクが設定されています）。

レガシー Easy VPN クリプト マップを使用するが IPsec インターフェイスを使用

しない Easy VPN Remote デバイスの設定。

スタティック IPsec 仮想トンネル イ
ンターフェイス（スタティック仮想

トンネル インターフェイス）

IPsec モードで使用され、「ipv4 any any」セレクタだけを提示

したり受け入れたりするトンネル インターフェイス。スタ

ティック仮想トンネル インターフェイスの設定の詳細につい

ては、『IPSec Virtual Tunnel Interface』を参照してください

（このマニュアルの「関連資料」にある「IPsec および VPN の
一般情報」の項に URL リンクが設定されています）。

VPN 3000 Cisco VPN 3000 シリーズ ルータ。

表 2 表 1 および表 3 で使用されている用語 （続き）

用語 説明
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由で送信されます。ヘッドエンドからリモート デバイスへスプリット トンネル ネットワークがプッ

シュされると、そのリモート デバイスでは、スプリット ネットワークへの特定のルートがルーティン

グ テーブルに設定されます。仮想トンネル インターフェイスからのトラフィックは、これらスプリッ

ト ネットワークへのルートを経由して送信されます。

（注） デュアル トンネル Easy VPN では、宛先ベースのルーティングにより、それぞれのトンネルへトラ

フィックが送信されます。

この仮想インターフェイスには、さまざまな出力機能を適用できます。たとえば、Cisco IOS Quality 
of Service や Cisco IOS ファイアウォールなどは、こうした出力機能の一例です。これらの機能は、

Easy VPN Client の設定で設定されている仮想テンプレートを基に設定する必要があります。

表 3 は、デュアル トンネル機能の使用上のガイドラインです。表 1 および表 3 で使用されている用語

の説明については、表 2を参照してください。

表 3 デュアル トンネルの使用上のガイドライン

デュアル トンネルの組み合せ

サポートされているヘッド

エンド

Easy VPN Remote デバイスおよび

ヘッドエンドの設定上および使用上の

注意事項

2 つのレガシー Easy VPN ト
ンネル 

Cisco IOS ソフトウェア、

ASA、および VPN 3000
• 2 つのトンネルで同一の外部イン

ターフェイスを共有できません。

• 2 つのトンネルで同一の内部イン

ターフェイスを共有できません。

• 内部インターフェイスおよび外部

インターフェイスはともに、それ

ぞれのトンネルで別々のものを使

用する必要があります。

• ある Easy VPN トンネルに属する

内部インターフェイスからのトラ

フィックは、別のトンネルにプッ

シュできません。

レガシー Easy VPN トンネル

とクリプト マップ

Cisco IOS ソフトウェア、

ASA、および VPN 3000
クリプト マップでは、レガシー Easy 
VPN Client の設定と同一の外部イン

ターフェイスを共有できます。ただし、

2 つのリモート デバイスの動作は、ク

リプト マップおよび Easy VPN Remote 
デバイスの IPsec セレクタだけでなく、

Easy VPN のモードにも依存します。

この組み合せは推奨しません。
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レガシー Easy VPN トンネル

とスタティック仮想インター

フェイス

Cisco IOS ソフトウェア 2 つのトンネルを同一のヘッドエンド

で終端できません。スタティック仮想

インターフェイス リモート デバイス 
トンネルは、ヘッドエンド ルータのス

タティック仮想インターフェイスで終

端する必要があります。レガシー Easy 
VPN Remote デバイス トンネルは、

ヘッドエンドで設定された仮想トンネ

ル インターフェイスまたはクリプト 
マップで終端することができます。

レガシー Easy VPN トンネル 
1 つと Easy VPN 仮想イン

ターフェイス 1 つ

Cisco IOS ソフトウェア、

ASA、および VPN 3000
• 2 つのトンネルを同一のヘッドエ

ンドで終端できません。

• レガシー Easy VPN トンネルと 
Easy VPN 仮想インターフェイス

とは、同一の内部インターフェイ

スおよび外部インターフェイスを

共有できます。

• Easy VPN 仮想インターフェイス

は、スプリット トンネリングにだ

け使用できます。

• レガシー Easy VPN には、スプ

リット トンネルまたは非スプリッ

ト トンネルを使用できます。

• 2 つの Easy VPN トンネルに対し

て、Web ベースアクティベーショ

ン機能は適用できません。

• この組み合せよりも、Easy VPN 
仮想インターフェイスを 2 つ組み

合せて使用することを推奨します。

表 3 デュアル トンネルの使用上のガイドライン （続き）

デュアル トンネルの組み合せ

サポートされているヘッド

エンド

Easy VPN Remote デバイスおよび

ヘッドエンドの設定上および使用上の

注意事項
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バナー

バナーは、Easy VPN サーバから Easy VPN Remote デバイスへプッシュされます。Easy VPN Remote 
デバイスへプッシュされたバナーは、Xauth および Web ベース アクティベーションで使用できます。

Easy VPN Remote デバイスでは、Easy VPN トンネルの初回アップ時に、このバナーが表示されます。

バナーの設定は、Easy VPN サーバにおけるグループの設定の下で行われます。

設定管理の拡張機能（モード設定交換による設定 URL のプッシュ）

configuration url コマンドおよび configuration version コマンド（crypto isakmp client 
configuration group コマンドの使用後）を使用し、サーバでこの機能を設定すると、サーバから Easy 
VPN Remote デバイスに対してコンフィギュレーション URL およびコンフィギュレーションのバー

ジョン番号を「プッシュ」できます。Easy VPN Remote デバイスでは、これらの情報を基にして設定

の内容がダウンロードされ、それらが実行設定に適用されます。この機能の詳細については、Easy 
VPN Server 機能モジュールの「Configuration Management Enhancements」を参照してください。

プライマリ ピアの再アクティブ化

プライマリ ピアの再アクティブ化機能を使用すると、デフォルトのプライマリ ピアを定義できます。

デフォルトのプライマリ ピア（サーバ）は、コストの低さ、距離の近さ、帯域幅の広さなどの点から、

他のピアより優位にあると考えられます。この機能が設定されている場合、Easy VPN において、

フェーズ 1 SA のネゴシエーションの際に、プライマリ ピアからバックアップ リスト内でその次に位置

するピアへフェールオーバーが行われ、後で再びプライマリ ピアが使用可能になると、バックアップ 
ピアとの接続が切断され、プライマリ ピアとの接続が確立されます。

Easy VPN 仮想インターフェ

イスとスタティック仮想イン

ターフェイス

Cisco IOS ソフトウェア • 2 つのトンネルを同一のピアで終

端できません。スタティック仮想

インターフェイスと Easy VPN 仮
想インターフェイスでは、同一の

外部インターフェイスを使用でき

ます。

• Easy VPN 仮想インターフェイス

では、スプリット トンネリングを

使用する必要があります。

2 つの Easy VPN 仮想イン

ターフェイス

Cisco IOS ソフトウェア、

ASA、および VPN 3000
• 2 つのトンネルを同一のピアで終

端できません。

• 少なくともどちらか一方のトンネ

ルで、スプリット トンネリングを

使用する必要があります。

• 2 つの Easy VPN トンネルに対し

て、同時に Web ベース アクティ

ベーション機能は適用できません。

表 3 デュアル トンネルの使用上のガイドライン （続き）

デュアル トンネルの組み合せ

サポートされているヘッド

エンド

Easy VPN Remote デバイスおよび

ヘッドエンドの設定上および使用上の

注意事項
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プライマリ ピアが再アクティブ化される際にそのトリガーの役割を果たすメカニズムの 1 つがデッド 
ピア検出機能です。また、Easy VPN において設定されるアイドル タイマーも、トリガーの役割を果た

します。アイドル タイマーは、設定されていると、稼動していないトンネルを検出します。さらには、

検出されたトンネルが切断され、新たな接続が試行されます（自動モードの場合は切断直後）。その際、

後に使用されたピアよりもプライマリ ピアへの接続が優先的に試行されます。

（注） 定義できるプライマリ ピアは 1 つだけです。

同一アドレス指定のサポート

同一アドレス指定のサポート機能は、Easy VPN Remote 上の同一アドレスが指定された LAN をサ

ポートします。これにより、プリンタや Web サーバなど、Easy VPN Remote にとって LAN 側に存在

し、他の Easy VPN Remote とアドレスが重複するネットワーク リソースにもアクセス可能になりま

す。この機能を実現するために、Easy VPN Remote 機能は、NAT と連動して使用できるよう改良され

ています。

• 同一アドレス指定のサポート機能をサポートするために、Easy VPN サーバで必要な変更はありま

せん。

• 同一アドレス指定のサポート機能は、ネットワーク拡張モードおよびネットワーク拡張プラス 
モードでだけサポートされます。

• 同一アドレス指定のサポート機能を使用する場合は、あらかじめ Easy VPN Remote 上で仮想トン

ネル インターフェイスを設定しておく必要があります。

図 11 は、同一アドレス指定のサポート機能の構成例を図示したものです。

図 11 同一アドレス指定のサポート

同一アドレス指定のサポート機能は、次のコマンドおよび拡張されたコマンドを使用して設定できます。

crypto ipsec client ezvpn <name>

Easy VPN  1 Easy VPN  2

Easy VPN 

 

Easy VPN  1 
Easy VPN  2  IP 

23
00
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拡張されたコマンド

• nat acl {acl-name | acl-number}：ACL の名前または番号で指定されたトラフィックに対して、ス

プリット トンネルをイネーブルにします。

– acl-name 引数には、ACL の名前を指定します。

– acl-number 引数には、ACL の名前を指定します。

• nat allow：Cisco Easy VPN と NAT を併用できるようにします。

同一アドレス指定のサポート機能を設定する詳しい手順については、「同一アドレス指定のサポート機

能の設定」を参照してください。

Easy VPN Client におけるシスコ トンネリング制御プロトコル（cTCP）のサポート

cTCP 機能が使用されるのは、Easy VPN Client（リモート デバイス）が稼動している環境において、

標準 IPsec が機能しない場合や、既存のファイアウォール ルールを修正しなければ標準 IPsec が透過的

に機能しない場合などです。こうした状況に該当するのは、次のような環境です。

• ルータにより NAT または PAT が実行されている小規模オフィスや自宅オフィスなどの環境 

• ルータの背後で PAT により生成された IP アドレスが割り当てられている比較的規模の大きな環境

（企業など）

• 非 NAT ファイアウォール（パケット フィルタリングまたはステートフル）が使用されている環境

• プロキシ サーバが使用されている環境

図 12 は、cTCP 内部でトンネル化された IPsec トラフィックが NAT およびファイアウォールを通過す

るしくみを図示したものです（点線で表されているのが経路）。

図 12 Easy VPN Remote デバイス上での cTCP

Easy VPN Remote デバイス上で cTCP を設定する詳しい手順については、「Easy VPN Client における 
cTCP の設定」を参照してください。

Easy VPN Remote デバイスにおける cTCP サポートの詳細（設定例やトラブルシューティング例など）

については、「関連資料」の「Cisco Easy VPN Remote デバイス上での cTCP」を参照してください。

Cisco Easy VPN Remote の設定方法
ここでは、次のような必須の作業およびオプションの作業について説明します。

リモートに関する作業

• 「Easy VPN Remote コンフィギュレーションの設定およびその割り当て」（P.38）（必須）

• 「Cisco Easy VPN コンフィギュレーションの確認」（P.40）（任意）

• 「パスワード保存機能の設定」（P.41）（任意）

• 「手動トンネル制御の設定」（P.42）（任意）

• 「自動トンネル制御の設定」（P.44）（任意）

 Easy VPN NAT/
18

80
64
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• 「内部インターフェイスの複数設定」（P.45）（任意）

• 「外部インターフェイスの複数設定」（P.46）（任意）

• 「サブネットの複数サポート機能の設定」（P.48）（任意）

• 「プロキシ DNS サーバサポートの設定」（P.50）（任意）

• 「ダイヤル バックアップの設定」（P.51）（任意）

• 「DHCP サーバ プールの設定」（P.51）（必須）

• 「VPN 接続のリセット」（P.51）（任意）

• 「VPN イベントおよび IKE イベントのモニタおよびメンテナンス」（P.52）（任意）

• 「仮想インターフェイスの設定」（P.53）（任意）

• 「ダイヤル トンネル サポートのトラブルシューティング」（P.54）（任意）

• 「（デフォルトの）プライマリ ピアの再アクティブ化機能の設定」（P.55）（任意）

• 「同一アドレス指定のサポート機能の設定」（P.56）（任意）

• 「Easy VPN Client における cTCP の設定」（P.59）（任意）

• 「トンネルのダウン時におけるトラフィックの制限」（P.60）（任意）

Easy VPN サーバに関する作業

• 「Cisco IOS Easy VPN サーバの設定」（P.61）（必須）

• 「VPN 3000 シリーズ コンセントレータにおける Easy VPN サーバの設定」（P.61）（任意）

• 「Cisco PIX ファイアウォールにおける Easy VPN サーバの設定」（P.63）（任意）

Web インターフェイスに関する作業

• 「Web ベース アクティベーションの設定」（P.64）（任意）

• 「Web ベース アクティベーションのモニタおよびメンテナンス」（P.64）（任意）

• 「Web マネージャとしての SDM」（P.68）（任意）

VPN 接続のトラブルシューティング

• 「Cisco Easy VPN Remote 機能を使用した VPN 接続のトラブルシューティング」（P.68）（任意）

• 「クライアント モードのトラブルシューティング」（P.68）（任意）

• 「リモート管理のトラブルシューティング」（P.69）（任意）

• 「デッド ピア検出のトラブルシューティング」（P.69）（任意）

リモートに関する作業

Easy VPN Remote コンフィギュレーションの設定およびその割り当て

Easy VPN Remote として機能するルータでは、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを作

成し、それを発信インターフェイスに割り当てる必要があります。リモート コンフィギュレーション

を設定し、それを割り当てるには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable
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2. configure terminal

3. crypto ipsec client ezvpn name

4. group group-name key group-key

5. peer [ip-address | hostname]

6. mode {client | network-extension}

7. exit

8. interface interface

9. crypto ipsec client ezvpn name [outside]

10. exit

11. exit

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router(config)# crypto ipsec client 
ezvpn easy client remote

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

ステップ 4 group group-name key group-key

例：
Router(config-crypto-ezvpn)# group 
easy-vpn-remote-groupname key 
easy-vpn-remote-password

この設定に関連付ける IPsec グループおよび IPsec キー値を指定

します。

（注） group-name 引数の値は、Easy VPN サーバ上で定義され

たグループと一致する必要があります。Cisco IOS ルー

タ上では、crypto isakmp client configuration group コ
マンドおよび crypto map dynmap isakmp 
authorization list コマンドを使用します。

（注） group-key 引数の値は、Easy VPN サーバ上で定義された

キーと一致する必要があります。Cisco IOS ルータ上で

は、crypto isakmp client configuration group コマンド

を使用します。

ステップ 5 peer [ip-address | hostname]

例：
Router(config-crypto-ezvpn)# peer 
192.185.0.5

宛先ピアの IP アドレスまたはホスト名（通常は宛先ルータの外

部インターフェイスの IP アドレス）を指定します。

• 複数のピアを設定できます。

（注） DNS サーバを設定し、かつ使用可能な状態にしておかな

ければ、hostname オプションを使用できません。
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Cisco Easy VPN コンフィギュレーションの確認

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションが正しく設定されていること、その設定がインター

フェイスに割り当てられていること、および IPsec VPN トンネルが確立されていることを確認するに

は、次の手順を実行します。

手順の概要

1. show crypto ipsec client ezvpn

2. show ip nat statistics

ステップ 6 mode {client | network-extension}

例：
Router(config-crypto-ezvpn)# mode client

必要な VPN 接続のタイプを指定します。

• client：NAT または PAT のアドレス変換が使用される VPN 
のクライアント モード用にルータが設定されます。VPN 接
続のタイプが指定されない場合のデフォルトの動作モード

は、クライアント モードです。

• network-extension：VPN 接続先で、ルータが企業ネット

ワークのリモート拡張となります。

ステップ 7 exit

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# exit

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 8 interface interface

例：
Router (config)# interface Ethernet1

インターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

• このインターフェイスが、NAT 変換または PAT 変換に使用

される外部インターフェイスになります。

ステップ 9 crypto ipsec client ezvpn name [outside]

例：
Router (config-if)# crypto ipsec client 
ezvpn easy_vpn_remote1 outside

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションをインター

フェイスに割り当てます。

• この設定では、NAT 変換または PAT 変換に必要なパラメー

タが自動で作成されるほか、VPN 接続も自動的に開始され

ます（クライアント モードの場合）。

（注） Cisco 1700 またはそれ以上のプラットフォームでは、内

部インターフェイスを指定する必要があります。

ステップ 10 exit

例：
Router (config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 11 exit

例：
Router (config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的
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手順の詳細

ステップ 1 show crypto ipsec client ezvpn コマンドを使用して、Cisco Easy VPN Remote 接続の現在の状態を表

示します。次に示すのは、クライアント モードの Cisco 1700 シリーズ ルータに対する一般的な出力例

です。

Router# show crypto ipsec client ezvpn 

Tunnel name : hw1 
Inside interface list: FastEthernet0/0, Serial0/0, 
Outside interface: Serial1/0 
Current State: IPSEC_ACTIVE 
Last Event: SOCKET_UP 
Address: 10.0.0.5 
Mask: 255.255.255.255 
Default Domain: cisco.com
Tunnel name : hw2 
Inside interface list: Serial0/1, 
Outside interface: Serial1/1 
Current State: IPSEC_ACTIVE 
Last Event: SOCKET_UP 
Default Domain: cisco.com

ステップ 2 show ip nat statistics コマンドを使用して、VPN 接続用に自動作成された NAT または PAT の設定を

表示します。次の出力例の中の「Dynamic mappings」フィールドには、VPN トンネルで実行されてい

る NAT 変換または PAT 変換の詳細が表示されています。

Router# show ip nat statistics 

Total active translations: 0 (0 static, 0 dynamic; 0 extended)
Outside interfaces:
  cable-modem0
Inside interfaces:
  Ethernet0
Hits: 1489  Misses: 1
Expired translations: 1
Dynamic mappings:
-- Inside Source
access-list 198 pool enterprise refcount 0
 pool enterprise: netmask 255.255.255.0
        start 192.168.1.90 end 192.168.1.90
        type generic, total addresses 1, allocated 0 (0%), misses 0\

すべてが目的どおりに動作している場合、この時点で出力結果に「IPSEC_ACTIVE」と表示されます。

パスワード保存機能の設定

パスワード保存機能を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. password encryption aes

4. crypto ipsec client ezvpn name
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5. username name password {0 | 6} {password}

6. exit

7. show running-config

手順の詳細

手動トンネル制御の設定

IPsec VPN トンネルを手動で制御できるように設定し、IPsec VPN トンネルの確立および終端をオンデ

マンドで行うには、次の手順を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 password encryption aes

例：
Router (config)# password encryption 
aes

タイプ 6 の暗号化事前共有キーをイネーブルにします。

ステップ 4 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn ezvpn1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを作成し、

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 5 username name password {0 | 6} 
{password}

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# username 
server_1 password 0 blue

Xauth パスワードをローカルの PC に保存できるようにします。

• 0 キーワードは、暗号化されていないパスワードをそのキー

ワードの後に指定する場合に使用します。

• 6 キーワードは、暗号化されているパスワードをそのキー

ワードの後に指定する場合に使用します。

• password 引数には、暗号化されていない（クリア テキスト
の）ユーザ パスワードを指定します。

ステップ 6 exit

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# exit

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 7 show running-config

例：
Router (config)# show running-config

現在実行されているコンフィギュレーション ファイルの内容を

表示します。
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（注） トンネルを接続する場合、CLI でもできますが、（SDM を使い）Web インターフェイスで行うことを

推奨します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec client ezvpn name

4. connect [auto | manual]

5. exit

6. exit

7. crypto ipsec client ezvpn connect name

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn easy vpn remote1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションをインターフェ

イスに割り当て、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。

• name 引数には、インターフェイスに割り当てる設定名を指

定します。

ステップ 4 connect [auto | manual]

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# connect 
manual

VPN トンネルを接続します。manual を指定して手動トンネル制

御を設定します。

• デフォルトは自動トンネル制御です。自動に設定する場合

は、manual キーワードを指定する必要はありません。

ステップ 5 exit

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# exit

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを終了し

ます。

ステップ 6 exit

例：
Router (config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 
EXEC モードを開始します。
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自動トンネル制御の設定

自動トンネル制御を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec client ezvpn name

4. connect [auto | manual]

5. exit

6. exit

7. crypto ipsec client ezvpn connect name

手順の詳細

ステップ 7 crypto ipsec client ezvpn connect name

例：
Router# crypto ipsec client ezvpn 
connect easy vpn remote1

特定の Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションに接続し

ます。

• name 引数には、IPsec VPN トンネルの名前を指定します。

（注） トンネル名が指定されていない場合は、アクティブなト

ンネルに接続します。ただし、アクティブなトンネルが

複数存在する場合は、コマンドの実行時にエラーが発生

し、トンネル名を指定するよう要求されます。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn easy vpn remote1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションをインターフェ

イスに割り当て、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。

• インターフェイスに割り当てる設定の名前を指定します。

ステップ 4 connect [auto | manual]

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# connect 
auto

VPN トンネルを接続します。

• 自動トンネル制御を設定するため、auto を指定します。デ

フォルトは自動トンネル制御です。自動に設定する場合は、

このコマンドを指定する必要はありません。
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内部インターフェイスの複数設定

大 3 つの内部インターフェイスを、すべてのプラットフォームに設定できます。

（注） 複数の内部インターフェイスは、Cisco Easy VPN サーバと Cisco Easy VPN クライアントに同じタイ

プの Easy VPN コンフィギュレーションがある場合にだけサポートされます。つまり、両方でレガシー 
Easy VPN コンフィギュレーションを使用する、または両方で DVTI コンフィギュレーションを使用す

る必要があります。

その際、各内部インターフェイスを手動で設定する必要があります。次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface interface-name

4. exit

5. crypto ipsec client ezvpn name [outside | inside]

6. interface interface-name

7. exit

8. crypto ipsec client ezvpn name [outside | inside]

ステップ 5 exit

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# exit

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを終了し

ます。

ステップ 6 exit

例：
Router (config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了し、特権 
EXEC モードを開始します。

ステップ 7 crypto ipsec client ezvpn connect name

例：
Router# crypto ipsec client ezvpn 
connect easy vpn remote1

特定の Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションに接続し

ます。

• name 引数には、IPsec VPN トンネルの名前を指定します。

（注） トンネル名が指定されていない場合は、アクティブなト

ンネルに接続します。ただし、アクティブなトンネルが

複数存在する場合は、コマンドの実行時にエラーが発生

し、トンネル名を指定するよう要求されます。

コマンド 目的
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手順の詳細

外部インターフェイスの複数設定

外部インターフェイスに対しては複数のトンネルを設定できます。その際、各外部インターフェイスご

とにトンネルを個別に設定します。トンネルは 大 4 つまで設定できます。個々の外部インターフェイ

スに対してトンネルを設定するには、次の手順を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface interface-name

例：
Router (config)# interface Ethernet0

設定するインターフェイスの名前を指定して、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。

ステップ 4 exit

例：
Router (config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 crypto ipsec client ezvpn name 
[outside | inside]

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn easy vpn remote 1 inside

1 つ目の内部インターフェイスに割り当てる Cisco Easy VPN 
Remote コンフィギュレーションの名前を指定します。

• 内部インターフェイスごとに、inside を指定する必要があり

ます。

ステップ 6 interface interface-name

例：
Router (config)# interface Ethernet1

2 つ目に設定するインターフェイスの名前を指定して、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。

ステップ 7 exit

例：
Router (config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 8 crypto ipsec client ezvpn name 
[outside | inside]

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn easy vpn remote2 inside

2 つ目の内部インターフェイスに割り当てる Cisco Easy VPN 
Remote コンフィギュレーションの名前を指定します。

• 内部インターフェイスごとに、inside を指定する必要があり

ます。

さらにトンネルを設定する場合、ステップ 3 および 4 の操作を繰

り返します。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface interface-name

4. exit

5. crypto ipsec client ezvpn name [outside | inside]

6. interface interface-name

7. exit

8. crypto ipsec client ezvpn name [outside | inside]

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface interface-name

例：
Router (config)# interface Ethernet0

1 つ目に設定する外部インターフェイスの名前を指定して、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。

ステップ 4 exit

例：
Router (config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 crypto ipsec client ezvpn name [outside 
| inside]

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn easy vpn remote1 outside

1 つ目の外部インターフェイスに割り当てる Cisco Easy VPN 
Remote コンフィギュレーションの名前を指定します。

• 各外部インターフェイスに、outside（任意）を指定します。

インターフェイスに対して outside も inside も指定しない場

合、デフォルトは outside です。

ステップ 6 interface interface-name

例：
Router (config)# interface Ethernet1

2 つ目に設定する外部インターフェイスの名前を指定して、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。
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サブネットの複数サポート機能の設定

サブネットの複数サポート機能を設定する場合は、 初にアクセス リストを設定し、保護の対象とな

る実際のサブネットを定義する必要があります。各供給元サブネットまたはマスクのペアは、このネッ

トワークから任意の宛先へ送信されるすべてのトラフィックが IPsec によって保護されていることを示

します。ACL の設定方法については、「その他の参考資料」の「アクセス コントロール リストの設定」

を参照してください。

サブネットを定義したら、ACL を使用するために、クリプト IPsec クライアント EZVPN プロファイ

ルを設定する必要があります。

（注） クライアント モードでは、サブネットの複数設定はできません。

（注） この機能は、Cisco Easy VPN サーバと Cisco Easy VPN クライアントに同じタイプの Easy VPN コン

フィギュレーションがある場合にだけサポートされます。つまり、両方でレガシー Easy VPN コンフィ

ギュレーションを使用する、または両方で DVTI コンフィギュレーションを使用する必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface interface-name

4. exit

5. crypto ipsec client ezvpn name

6. acl {acl-name | acl-number}

ステップ 7 exit

例：
Router (config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 8 crypto ipsec client ezvpn name [outside 
| inside]

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn easy vpn remote2 outside

2 つ目の外部インターフェイスに割り当てる Cisco Easy VPN 
Remote コンフィギュレーションの名前を指定します。

• 各外部インターフェイスに、outside（任意）を指定します。

インターフェイスに対して outside も inside も指定しない場

合、デフォルトは outside です。

• さらにトンネルを設定する場合、ステップ 3 および 4 の操作

を繰り返します。

コマンド 目的
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手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface interface-name

例：
Router (config)# interface Ethernet1

設定するインターフェイスの名前を指定して、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。

ステップ 4 exit

例：
Router (config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 5 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn ez1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを作成し、

crypto Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 6 acl {acl-name | acl-number}

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# acl 
acl-list1

VPN トンネルに複数のサブネットを指定します。
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プロキシ DNS サーバサポートの設定

WAN 接続がダウンした場合には、ケーブル プロバイダーの ISP アドレスを実際に使用する 1 つの手段

として、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション内のルータを、プロキシ DNS サーバとして

動作するよう設定できます。プロキシ DNS サーバの機能をイネーブルにする場合は、ip dns server コ
マンドを使用します。次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. ip dns server

手順の詳細

次の作業

ルータの設定が完了したら、次の手順に従って Cisco IOS Easy VPN を設定します。

• crypto isakmp client configuration group コマンドに対して、dns コマンドを次の例のように設定

します。

dns A.B.C.D A1.B1.C1.D1 

これら DNS サーバのアドレスは、サーバから Cisco Easy VPN Remote へプッシュされ、ルータの

実行設定に対する追加または削除がダイナミックに行われます。

Cisco IOS ソフトウェア アプリケーションにおける DNS サーバの一般的な機能の詳細については、

『Catalyst 6500 Series Software Configuration Guide』の「Configuring DNS」の章、およびデザイン 
テクニカル ノートである『Configuring DNS on Cisco Routers』を参照してください。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 ip dns server

例：
Router (config)# ip dns server

ルータをプロキシ DNS サーバとして動作できるようにします。

（注） この定義は IOS 独自のものです。
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ダイヤル バックアップの設定

（注） ダイヤル バックアップ機能は、Cisco IOS Release 12.3(11)T では使用できません。

ダイヤル バックアップを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. Easy VPN のバックアップ コンフィギュレーションを作成します。

2. backup コマンドの詳細をプライマリ コンフィギュレーションに追加します。

3. Easy VPN のバックアップ コンフィギュレーションをダイヤル バックアップの外部インターフェ

イスに適用します。

4. Easy VPN プロファイルを内部インターフェイスに適用します。

手順の詳細

DHCP サーバ プールの設定

DHCP サーバ プールを設定する手順については、「DHCP Features Roadmap」を参照してください。

VPN 接続のリセット

VPN 接続をリセットするには、次の手順を実行します。各 clear コマンドは、互いに独立しているた

め、任意の順序で設定できます。

手順の概要

1. enable

2. clear crypto ipsec client ezvpn

3. clear crypto sa

4. clear crypto isakmp

コマンド 目的

ステップ 1 Easy VPN のダイヤル バックアップ コンフィ
ギュレーションを作成します。

ダイヤル バックアップ コンフィギュレーションの詳細について

は、「ダイヤル バックアップ」を参照してください。

ステップ 2 backup コマンドの詳細をプライマリ コン

フィギュレーションに追加します。

backup コマンド、および crypto ipsec client ezvpn コマンドの 
track キーワードを使用します。

ステップ 3 Easy VPN のバックアップ コンフィギュレー

ションをダイヤル バックアップの外部イン

ターフェイス（シリアル、非同期、ダイヤラ

など）に適用します。

バックアップ コンフィギュレーションをダイヤル バックアップ

の外部インターフェイスに適用する方法については、「外部イン

ターフェイスの複数設定」を参照してください。

ステップ 4 Easy VPN プロファイルを内部インターフェ

イス（複数可）に適用します。

Easy VPN プロファイルを内部インターフェイスに適用する方法

については、「内部インターフェイスの複数設定」を参照してく

ださい。
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手順の詳細

VPN イベントおよび IKE イベントのモニタおよびメンテナンス

VPN イベントおよび IKE イベントのモニタとメンテナンスを行うには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto ipsec client ezvpn

3. debug crypto ipsec

4. debug crypto isakmp

手順の概要

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear crypto ipsec client ezvpn

例：
Router# clear crypto ipsec client ezvpn

Cisco Easy VPN Remote のステート マシンをリセットし、すべ

てのインターフェイスまたは特定のインターフェイス（トンネ

ル）で Cisco Easy VPN Remote 接続をダウン状態にします。

ステップ 3 clear crypto sa

例：
Router# clear crypto sa

IPsec SA を削除します。

ステップ 4 clear crypto isakmp

例：
Router# clear crypto isakmp

アクティブな IKE 接続をクリアします。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto ipsec client ezvpn

例：
Router# debug crypto ipsec client ezvpn

Cisco Easy VPN Remote 機能の設定および実装に関する情報を

表示します。
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仮想インターフェイスの設定

仮想インターフェイスを設定するには、次の手順を実行します。

（注） 仮想インターフェイスを設定する場合は、事前にいずれの外部インターフェイスにも Easy VPN プロ

ファイルが適用されていないことを確認してください。外部インターフェイスに適用されている Easy 
VPN プロファイルがある場合は、それを削除したうえで、仮想インターフェイスを設定してください。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. interface virtual-template number type type-of-virtual-template

4. tunnel mode ipsec ipv4

5. exit

6. crypto ipsec client ezvpn name

7. virtual-interface virtual-template-number

手順の詳細

ステップ 3 debug crypto ipsec

例：
Router# debug crypto ipsec

IPsec イベントを表示します。

ステップ 4 debug crypto isakmp

例：
Router# debug crypto isakmp

IKE イベントに関するメッセージを表示します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 interface virtual-template number type 
type-of-virtual-template

例：
Router (config)# interface 
virtual-template1 type tunnel

（任意）type tunnel の仮想テンプレートを作成し、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。

• ステップ 3 ～ 5 はオプションですが、いずれかを設定した場

合、その他もすべて設定する必要があります。
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ダイヤル トンネル サポートのトラブルシューティング

ダイヤル トンネルのコンフィギュレーションに関するトラブルシューティングには、次の debug コマ

ンドおよび show コマンドを使用できます。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto ipsec client ezvpn

3. debug ip policy

4. show crypto ipsec client ezvpn

5. show ip interface

手順の詳細

ステップ 4 tunnel mode ipsec ipv4

例：
Router (if-config)# tunnel mode ipsec 
ipv4

（任意）IPsec トンネリングが行われるトンネルを設定します。

ステップ 5 exit

例：
Router (if-config)# exit

（任意）インターフェイス（仮想トンネル）コンフィギュレー

ション モードを終了します。

ステップ 6 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn EasyVPN1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを作成し、

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 7 virtual-interface 
virtual-template-number

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# 
virtual-interface 3

Easy VPN Remote に対し、外部インターフェイスとして使用す

る仮想インターフェイスを作成するよう指示します。仮想テンプ

レートの番号が指定されている場合は、指定された仮想インター

フェイスを基にして仮想アクセス インターフェイスが作成され

ます。仮想テンプレートの番号が指定されていない場合は、汎用

の仮想アクセス インターフェイスが作成されます。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto ipsec client ezvpn

例：
Router# debug crypto ipsec client ezvpn

Cisco Easy VPN Remote 接続に関する情報を表示します。
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（デフォルトの）プライマリ ピアの再アクティブ化機能の設定

デフォルトのプライマリ ピアを設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec client ezvpn name

4. peer {ip-address | hostname} [default]

5. idle-time idle-time

手順の詳細

ステップ 3 debug ip policy

例：
Router# debug ip policy

IP ポリシー ルーティング パケットのアクティビティに関する情

報を表示します。

ステップ 4 show crypto ipsec client ezvpn

例：
Router# show crypto ipsec client ezvpn

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションの内容を表示

します。

ステップ 5 show ip interface

例：
Router# show ip interface

IP 用に設定されたインターフェイスが使用可能かどうかのス

テータスを表示します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn ez1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを作成し、

crypto Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを開始

します。
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同一アドレス指定のサポート機能の設定

同一アドレス指定のサポート機能を設定する場合に行う作業は次のとおりです。

• ネットワーク拡張モードで Easy VPN Remote を定義し、nat allow をイネーブルにする。

• Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを外部インターフェイスに割り当てる。

• ループバック インターフェイスを作成し、そのループバック インターフェイスの内部インター

フェイスに Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを割り当てる。

• Easy VPN サーバ側のネットワークまたは他のクライアントの設置場所からのアクセスの実現が必

要なホストごとに、1 対 1 のスタティック NAT 変換を設定する。

• 対象となるすべての VPN トラフィックに対してアクセス リストを使用するダイナミック過負荷 
NAT または PAT を設定する。NAT トラフィックまたは PAT トラフィックは、Easy VPN 内部イン

ターフェイスの IP アドレスにマッピングされます。

• スプリット トンネリングが必要な場合は、nat acl コマンドと acl-name 引数または acl-number 引
数を使用して、それらの引数によって指定されたトラフィックに対しスプリット トンネリングを

イネーブルにする。ただし、ここで指定する ACL は、前項目の NAT または PAT のマッピングで

使用した ACL と同じものです。

同一アドレス指定のサポート機能を設定するには、次の手順を実行します。

前提条件

同一アドレス指定のサポート機能を設定する場合は、あらかじめネットワーク拡張モードで Easy VPN 
Remote を設定しておく必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec client ezvpn name

ステップ 4 peer {ip-address | hostname} [default]

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# peer 
10.2.2.2 default

VPN 接続に対して、ピアの IP アドレスまたはホスト名を設定し

ます。

• ホスト名を指定できるのは、ルータから DNS サーバを介し

てホスト名解決を行える場合だけです。

• peer コマンドは複数回入力できます。ただし、入力できる

デフォルト ピアまたはプライマリ ピアは、一度につき 1 つ
だけです（10.2.2.2 default など）。

• default キーワードを指定すると、目的のピアがプライマリ 
ピアとして定義されます。

ステップ 5 idle-time idle-time

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# idle-time 
60

（任意）Easy VPN トンネルがダウンした後のアイドル時間を秒

単位で指定します。

• アイドル時間として指定できる値の範囲は、60 ～ 86400 秒
です。

（注） アイドル時間が設定されていると、プライマリ サーバの

トンネルはダウンしません。

コマンド 目的
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4. mode network-extension

5. nat allow

6. exit

7. interface interface

8. crypto ipsec client ezvpn name outside 

9. exit

10. interface interface

11. ip address ip mask

12. crypto ipsec client ezvpn name inside 

13. exit

14. ip nat inside source static local-ip global-ip

15. ip nat inside source list {acl-name | acl-number} interface interface overload

16. crypto ipsec client ezvpn name 

17. nat acl {acl-name | acl-number} 

18. exit

19. exit

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：

Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn easyclient

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

ステップ 4 mode network-extension

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# mode 
network-extension

ネットワーク拡張モードで、Easy VPN クライアントを設定しま

す。

ステップ 5 nat allow

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# nat allow

Easy VPN と NAT を併用できるようにし、同一アドレス指定機

能をイネーブルにします。
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ステップ 6 exit

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# exit

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 7 interface interface

例：
Router (config)# interface Ethernet1

インターフェイスのインターフェイス コンフィギュレーション 
モードを開始します。

• このインターフェイスが、NAT 変換または PAT 変換に使用

される外部インターフェイスになります。

ステップ 8 crypto ipsec client ezvpn name outside

例：
Router (config-if)# crypto ipsec client 
ezvpn easyclient outside

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを外部インター

フェイスに割り当てます。

• この設定では、NAT 変換または PAT 変換に必要なパラメー

タが自動で作成されるほか、VPN 接続も自動的に開始され

ます（クライアント モードの場合）。

ステップ 9 exit

例：
Router (config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 10 interface interface

例：
Router (config)# interface Loopback0

ループバック インターフェイスのインターフェイス コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

• このインターフェイスが、NAT 変換または PAT 変換に使用

される内部インターフェイスになります。

ステップ 11 ip address ip mask

例：
Router (config-if)# ip address 10.1.1.1 
255.255.255.252

IP アドレスおよびマスクをループバック インターフェイスに割

り当てます。

ステップ 12 crypto ipsec client ezvpn name inside

例：
Router (config-if)# crypto ipsec client 
ezvpn easyclient inside

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを内部インター

フェイスに割り当てます。

ステップ 13 exit

例：
Router (config-if)# exit

インターフェイス コンフィギュレーション モードを終了します。

ステップ 14 ip nat inside source static local-ip 
global-ip

例：
Router (config)# ip nat inside source 
static 10.10.10.10 5.5.5.5

Easy VPN サーバ側のネットワークまたは他のクライアントの設

置場所からのアクセスの実現が必要なホストごとに、1 対 1 のス

タティック NAT 変換を設定する。

コマンド 目的
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Easy VPN Client における cTCP の設定

Easy VPN クライアント（リモート デバイス）において cTCP を設定するには、次の手順を実行しま

す。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ctcp [keepalive number-of-seconds | port port-number]

4. crypto ipsec client ezvpn name

5. ctcp port port-number

ステップ 15 ip nat inside source list
{acl-name | acl-number} interface 
interface overload

例：
Router (config)# ip nat inside source 
list 100 interface Loopback0 overload 

対象となるすべての VPN トラフィックに対して ACL を使用す

るダイナミック過負荷 NAT または PAT を設定します。NAT トラ

フィックおよび PAT トラフィックは、Easy VPN 内部インター

フェイスの IP アドレスにマッピングされます。

• acl-name 引数には、ACL の名前を指定します。

• acl-number 引数には、ACL の名前を指定します。

ステップ 16 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn easyclient

（任意）（スプリット トンネリングの使用時）Cisco Easy VPN 
Remote コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 17 nat acl {acl-name | acl-number}

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# nat acl 
100

（任意）（スプリット トンネリングの使用時）acl-name 引数また

は acl-number 引数により指定されたトラフィックに対してスプ

リット トンネリングをイネーブルにします。ただし、ここで指

定する ACL は、ステップ 15 のマッピングで NAT または PAT が
使用した ACL と同じものです。

• acl-name 引数には、ACL の名前を指定します。

• acl-number 引数には、ACL の名前を指定します。

ステップ 18 exit

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# exit

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを終了

します。

ステップ 19 exit

例：
Router (config)# exit

グローバル コンフィギュレーション モードを終了します。

コマンド 目的
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手順の詳細

トンネルのダウン時におけるトラフィックの制限

トンネルがダウンした場合に、クライアントからクリア テキストのトラフィックが送信されるのを制

限するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec client ezvpn name

4. flow allow acl [name | number]

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ctcp [keepalive number-of-seconds 
| port port-number]

例：
Router (config)# crypto ctcp keepalive 
15

リモート デバイスに対して cTCP キープアライブ インターバル

を設定します。

• number-of-seconds：キープアライブの間隔を秒単位で指定

します。指定できる値の範囲は、5 ～ 3600 秒です。

• port port-number：cTCP がリスンするポート番号を指定し

ます。 大 10 個の番号を設定できます。

（注） NAT セッションやファイアウォール セッションを有効

な状態に維持するため、cTCP クライアントからサーバ

へ定期的にキープアライブを送信する必要があります。

ステップ 4 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn ezvpn1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを作成し、

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 5 ctcp port port-number

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# ctcp port 
200

Easy VPN の cTCP カプセル化に使用するポート番号を設定しま

す。

• port-number：ハブのポート番号を指定します。指定できる

値の範囲は、1 ～ 65535 秒です。
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手順の詳細

Easy VPN サーバに関する作業

Cisco IOS Easy VPN サーバの設定

Easy VPN サーバの設定方法については、次のマニュアルを参照してください。

• 『Easy VPN Server』

VPN 3000 シリーズ コンセントレータにおける Easy VPN サーバの設定

ここで説明するのは、Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータを Cisco Easy VPN Remote 機能用

に設定するためのガイドラインです。一般に、IP アドレス、サーバ アドレス、ルーティングの設定、

および次のパラメータとオプション以外では、デフォルトの設定を使用できます。

• 「Cisco Easy VPN Remote 上でのホスト名によるピアの設定」（P.62）

• 「インタラクティブ ハードウェア クライアント 認証（バージョン 3.5）」（P.62）

• 「IPsec トンネル プロトコル」（P.62）

• 「IPsec グループ」（P.62）

• 「グループ ロック」（P.62）

• 「Xauth」（P.63）

• 「スプリット トンネリング」（P.63）

• 「IKE プロポーザル」（P.63）

• 「新規の IPsec SA」（P.63）

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn ezvpn1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションを作成し、

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 4 flow allow acl [name | number]

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# flow allow 
acl 102

トンネルがダウンした場合にクライアントからクリア テキスト

のトラフィックが送信されるのを制限します。

• name：アクセス リストの名前を指定します。

• number：アクセス リストの番号を指定します。指定できる

値の範囲は、100 ～ 199 秒です。
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（注） Cisco Easy VPN ソフトウェア クライアントおよび Cisco Easy VPN ソフトウェア リモートをサポート

するためには、Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータ ソフトウェア バージョン 3.11 以降を使用

してください。

Cisco Easy VPN Remote 上でのホスト名によるピアの設定

VPN 3000 コンセントレータ上で、Cisco Easy VPN サーバのアイデンティティとしてホスト名が使用

されるよう設定した後は、Cisco Easy VPN Remote 上で、そのホスト名を使用してピアを設定する必

要があります。ピアのホスト名を解決するための DNS をクライアント上で設定できるほか、ip host コ
マンドを使用し、クライアント上でピアのホスト名をローカルに設定することもできます。たとえば、

次のようなコマンドを実行すると、Easy VPN Remote 上でピアのホスト名をローカルに設定できます。

ip host crypto-gw.cisco.com 10.0.0.1

また、次のように peer コマンドおよび ホスト名引数を使用すると、Easy VPN Remote でホスト名を

使用するように設定できます。

peer crypto-gw.cisco.com.

インタラクティブ ハードウェア クライアント 認証（バージョン 3.5）

Cisco Easy VPN Remote 機能では、インタラクティブ ハードウェア クライアント認証（バージョン 
3.5）機能はサポートされていません。そのため、この機能はディセーブルにする必要があります。

Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータ上で、[Configuration | User Management | Base Group] 画
面の [HW Client] タブをクリックすると、この機能をディセーブルにできます。

IPsec トンネル プロトコル

IPsec トンネル プロトコルを使用して、IPsec トンネル プロトコルをイネーブルにすると、ユーザが利

用できるようになります。IPsec トンネル プロトコル機能を設定するには、Cisco VPN 3000 シリーズ 
コンセントレータ上で、[Configuration | User Management | Base Group] 画面の [General] タブをク

リックします。

IPsec グループ

IPsec グループを使用すると、ルータ上で Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションに対して設

定された値にマッチするグループの名前およびパスワードを Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレー

タに設定できます。これらの値は、ルータ上で group group-name および key group-key コマンドと引

数の組み合せを使用して設定します。また、Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータの 
[Configuration | User Management | Groups] 画面でも、これらの値を設定できます。

グループ ロック

Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータで、複数のグループを使用して複数のユーザを定義してい

る場合は、各ユーザが別のグループのパラメータを使用してログインするのを防ぐため、[IPsec] タブ

の [Group Lock] チェックボックスをオンにする必要があります。たとえば、スプリット トンネリング 
アクセスのあるグループと、スプリット トンネリング アクセスのないグループを設定している場合、

[Group Lock] チェックボックスをオンにすれば、後者のグループに属するユーザは、スプリット トン

ネリング機能へのアクセス権を取得できなくなります。[Group Lock] チェックボックスは、

[Configuration | User Management | Base Group] 画面の [IPsec] タブ、および [Configuration | User 
Management | Groups | Add/Modify] 画面の [IPsec] タブに表示されます。
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Xauth

Xauth を使用する場合は、[Authentication] パラメータの値を [None] に設定します。認証パラメータ

は、[Configuration | User Management | Base Group] 画面の [IPsec] タブ、および [Configuration | User 
Management | Groups | Add/Modify] 画面の [IPsec] タブに表示されます。

スプリット トンネリング

[Configuration | User Management | Base Group, Mode Configuration Parameters Tab] 画面では、

[Allow the networks in the list to bypass the tunnel] チェックボックスを含む [Split Tunnel] オプション

を使用できます。

IKE プロポーザル

Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータには、Cisco Easy VPN Remote で使用できる IKE プロ

ポーザル CiscoVPNClient-3DES-MD5 が事前に設定されています。この IKE プロポーザルは、

MD5/HMAC-128 アルゴリズムによる Xauth および Diffie-Hellman グループ 2 を使用した事前共有

キーをサポートしています。

この IKE プロポーザルは、デフォルトでアクティブになりますが、それが実際にアクティブであるか

どうかを [Configuration | System | Tunneling Protocols | IPsec | IKE Proposals] 画面で確認することを

推奨します。

Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータの設定を行う際、Cisco Easy VPN Remote イメージに対し

ては、IPsec SA を新たに作成する必要はありません。Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータに設

定されているデフォルトの IKE および Easy VPN Remote ライフタイムを使用してください。

（注） デフォルトの IKE プロポーザルである IKE-DES-MD5 および IKE-3DES-MD5 も使用できますが、こ

れらの IKE プロポーザルは、デフォルトでは Xauth をサポートしていません。

新規の IPsec SA

IPsec SA は新規に作成できます。Cisco Easy VPN クライアントでは、次のようなパラメータを持つ 
SA が使用されます。

• 認証アルゴリズム：ESP/MD5/HMAC-128

• 暗号化アルゴリズム：DES-56 または 3DES-168（推奨）

• カプセル化モード：トンネル

• IKE プロポーザル：CiscoVPNClient-3DES-MD5（推奨）

VPN 3000 シリーズ コンセントレータには事前設定されているデフォルトの SA が複数存在しますが、

これらは IKE プロポーザルの要件を満たしていません。IKE プロポーザルとして 
CiscoVPNClient-3DES-MD5 を使用する場合は、ESP/IKE-3DES-MD5 SA をコピーし、それを修正し

て CiscoVPNClient-3DES-MD5 に転用します。IKE プロポーザルは、VPN 3000 シリーズ コンセント

レータの [Configuration | Policy Management | Traffic Management | Security Associations] 画面で設定

します。

Cisco PIX ファイアウォールにおける Easy VPN サーバの設定

Cisco PIX ファイアウォールにおける Easy VPN サーバの設定方法については、次のマニュアルを参照

してください。

• 『Easy VPN Server』
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Web インターフェイスに関する作業

Web ベース アクティベーションの設定

プライベート LAN 上の PC から送信される HTTP 要求をすべて代行受信することで社内ユーザが社内 
Web ページへアクセスできるように LAN を設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ipsec client ezvpn name

4. xauth userid mode {http-intercept | interactive | local}

手順の詳細

Web ベース アクティベーションのモニタおよびメンテナンス

Web ベース アクティベーションのモニタとメンテナンスを行うには、次の手順を実行します（debug 
コマンドおよび show コマンドは、それぞれ独立して使用できますが、すべて設定することもできま

す）。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto ipsec client ezvpn

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ipsec client ezvpn name

例：
Router (config)# crypto ipsec client 
ezvpn easy vpn remote1

Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションをインターフェ

イスに割り当て、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。

• name 引数には、インターフェイスに割り当てる設定名を指

定します。

ステップ 4 xauth userid mode {http-intercept | 
interactive | local}

例：
Router (config-crypto-ezvpn)# xauth 
userid mode http-intercept

サーバからの Xauth 要求や Xauth プロンプトを VPN デバイスで

どのように処理するかを指定します。
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3. debug ip auth-proxy ezvpn

4. show crypto ipsec client ezvpn

5. show ip auth-proxy config

手順の詳細

例

debug コマンドの出力例

次に示すのは、ユーザがブラウザを開いて社内 Web サイトへ接続した場合に関する debug コマンドの

一般的な出力例です。

Router# debug ip auth-proxy ezvpn

Dec 10 12:41:13.335: AUTH-PROXY: New request received by EzVPN WebIntercept
! The following line shows the ip address of the user.
from 10.4.205.205
Dec 10 12:41:13.335: AUTH-PROXY:GET request received 
Dec 10 12:41:13.335: AUTH-PROXY:Normal auth scheme in operation
Dec 10 12:41:13.335: AUTH-PROXY:Ezvpn is NOT active. Sending connect-bypass page to user

この時点で、ユーザはブラウザ上の [Connect] を選択します。

Dec 10 12:42:43.427: AUTH-PROXY: New request received by EzVPN WebIntercept
from 10.4.205.205
Dec 10 12:42:43.427: AUTH-PROXY:POST request received
Dec 10 12:42:43.639: AUTH-PROXY:Found attribute <connect> in form
Dec 10 12:42:43.639: AUTH-PROXY:Sending POST data to EzVPN
Dec 10 12:42:43.639: EZVPN(tunnel22): Communication from Interceptor 

application.

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto ipsec client ezvpn

例：
Router# debug crypto ipsec client ezvpn

Cisco Easy VPN 接続に関する情報を表示します。

ステップ 3 debug ip auth-proxy ezvpn

例：
Router# debug ip auth-proxy ezvpn

Web ベース アクティベーションにおけるプロキシ認証の動作に

ついての情報を表示します。

ステップ 4 show crypto ipsec client ezvpn

例：
Router# show crypto ipsec client ezvpn

ユーザからの HTTP 接続を代行受信することによって、Xauth ネ
ゴシエーションの際にユーザ クレデンシャルとして使用するユー

ザ名およびパスワードが取得されることを明示します。

ステップ 5 show ip auth-proxy config

例：
Router# show ip auth-proxy config

Easy VPN により作成され適用された認証プロキシ（auth-proxy）
のルールを表示します。
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Request/Response from 10.4.205.205, via Ethernet0
Dec 10 12:42:43.639:         connect: Connect Now
Dec 10 12:42:43.639: EZVPN(tunnel22): Received CONNECT from 10.4.205.205!
Dec 10 12:42:43.643: EZVPN(tunnel22): Current State: CONNECT_REQUIRED
Dec 10 12:42:43.643: EZVPN(tunnel22): Event: CONNECT
Dec 10 12:42:43.643: EZVPN(tunnel22): ezvpn_connect_request

Easy VPN がサーバにコンタクトします。

Dec 10 12:42:43.643: EZVPN(tunnel22): Found valid peer 192.168.0.1
Dec 10 12:42:43.643: EZVPN(tunnel22): Added PSK for address 192.168.0.1

Dec 10 12:42:43.643: EZVPN(tunnel22): New State: READY
Dec 10 12:42:44.815: EZVPN(tunnel22): Current State: READY
Dec 10 12:42:44.815: EZVPN(tunnel22): Event: IKE_PFS
Dec 10 12:42:44.815: EZVPN(tunnel22): No state change
Dec 10 12:42:44.819: EZVPN(tunnel22): Current State: READY
Dec 10 12:42:44.819: EZVPN(tunnel22): Event: CONN_UP
Dec 10 12:42:44.819: EZVPN(tunnel22): ezvpn_conn_up B8E86EC7 E88A8A18 D0D51422 

8AFF32B7

サーバから、Xauth 情報が要求されます。

Dec 10 12:42:44.823: EZVPN(tunnel22): No state change
Dec 10 12:42:44.827: EZVPN(tunnel22): Current State: READY
Dec 10 12:42:44.831: EZVPN(tunnel22): Event: XAUTH_REQUEST
Dec 10 12:42:44.831: EZVPN(tunnel22): ezvpn_xauth_request
Dec 10 12:42:44.831: EZVPN(tunnel22): ezvpn_parse_xauth_msg
Dec 10 12:42:44.831: EZVPN: Attributes sent in xauth request message:
Dec 10 12:42:44.831:         XAUTH_TYPE_V2(tunnel22): 0
Dec 10 12:42:44.831:         XAUTH_USER_NAME_V2(tunnel22):
Dec 10 12:42:44.831:         XAUTH_USER_PASSWORD_V2(tunnel22):
Dec 10 12:42:44.831:         XAUTH_MESSAGE_V2(tunnel22) <Enter Username and 
Password.>
Dec 10 12:42:44.831: EZVPN(tunnel22): Requesting following info for xauth
Dec 10 12:42:44.831:         username:(Null)
Dec 10 12:42:44.835:         password:(Null)
Dec 10 12:42:44.835:         message:Enter Username and Password.
Dec 10 12:42:44.835: EZVPN(tunnel22): New State: XAUTH_REQ

ユーザのブラウザに、ユーザ名およびパスワードのプロンプトが表示されます。

Dec 10 12:42:44.835: AUTH-PROXY: Response to POST  is CONTINUE
Dec 10 12:42:44.839: AUTH-PROXY: Displayed POST response successfully
Dec 10 12:42:44.843: AUTH-PROXY:Served POST response to the user

ユーザが、各自のユーザ名およびパスワードを入力すると、以下の情報がサーバへ送信されます。

Dec 10 12:42:55.343: AUTH-PROXY: New request received by EzVPN WebIntercept 
from 10.4.205.205

Dec 10 12:42:55.347: AUTH-PROXY:POST request received
Dec 10 12:42:55.559: AUTH-PROXY:No of POST parameters is 3
Dec 10 12:42:55.559: AUTH-PROXY:Found attribute <username> in form
Dec 10 12:42:55.559: AUTH-PROXY:Found attribute <password> in form
Dec 10 12:42:55.559: AUTH-PROXY:Found attribute <ok> in form
Dec 10 12:42:55.563: AUTH-PROXY:Sending POST data to EzVPN
Dec 10 12:42:55.563: EZVPN(tunnel22): Communication from Interceptor application. 
Request/Response from 10.4.205.205, via Ethernet0
Dec 10 12:42:55.563:         username:http
Dec 10 12:42:55.563:         password:<omitted>
Dec 10 12:42:55.563:         ok:Continue
Dec 10 12:42:55.563: EZVPN(tunnel22): Received usename|password from 10.4.205.205!
Dec 10 12:42:55.567: EZVPN(tunnel22): Current State: XAUTH_PROMPT
Dec 10 12:42:55.567: EZVPN(tunnel22): Event: XAUTH_REQ_INFO_READY
Dec 10 12:42:55.567: EZVPN(tunnel22): ezvpn_xauth_reply
66



Cisco Easy VPN Remote

  Cisco Easy VPN Remote の設定方法
Dec 10 12:42:55.567:         XAUTH_TYPE_V2(tunnel22): 0
Dec 10 12:42:55.567:         XAUTH_USER_NAME_V2(tunnel22): http
Dec 10 12:42:55.567:         XAUTH_USER_PASSWORD_V2(tunnel22): <omitted>
Dec 10 12:42:55.567: EZVPN(tunnel22): New State: XAUTH_REPLIED
Dec 10 12:42:55.891: EZVPN(tunnel22): Current State: XAUTH_REPLIED
Dec 10 12:42:55.891: EZVPN(tunnel22): Event: XAUTH_STATUS
Dec 10 12:42:55.891: EZVPN(tunnel22): xauth status received: Success

トンネルの使用後、ユーザは [Disconnect] を選択します。

Dec 10 12:48:17.267: EZVPN(tunnel22): Received authentic disconnect credential
Dec 10 12:48:17.275: EZVPN(): Received an HTTP request: disconnect
Dec 10 12:48:17.275: %CRYPTO-6-EZVPN_CONNECTION_DOWN: (Client)  User= 

Group=tunnel22  Client_public_addr=192.168.0.13  Server_public_addr=192.168.0.1 
Assigned_client_addr=10.3.4.5

ユーザがトンネルへ接続する前の show コマンドの出力例

次に示すのは、ユーザが VPN トンネルへ接続する前に 2 つの show コマンド（show crypto ipsec 
client ezvpn および show ip auth-proxy config）を実行した場合の出力例です。

Router# show crypto ipsec client ezvpn tunnel22

Tunnel name : tunnel22
Inside interface list: Ethernet0
Outside interface: Ethernet1
Current State: CONNECT_REQUIRED
Last Event: RESET
Save Password: Disallowed
! Note the next line.
        XAuth credentials: HTTP intercepted 
        HTTP return code : 200
        IP addr being prompted: 0.0.0.0
Current EzVPN Peer: 192.168.0.1

Router# show ip auth-proxy config

Authentication global cache time is 60 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication Proxy Watch-list is disabled

Authentication Proxy Rule Configuration
! Note that the next line is the Easy VPN-defined internal rule.

Auth-proxy name ezvpn401***
Applied on Ethernet0 
http list not specified inactivity-timer 60 minutes

ユーザがトンネルへ接続した後の show コマンドの出力例

次に示すのは、ユーザが VPN トンネルへ接続した後に 2 つの show コマンド（show crypto ipsec 
client ezvpn および show ip auth-proxy config）を実行した場合の出力例です。

Router# show crypto ipsec client ezvpn tunnel22

Tunnel name : tunnel22
Inside interface list: Ethernet0
Outside interface: Ethernet1
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
Address: 10.3.4.5
Mask: 255.255.255.255
Save Password: Disallowed
        XAuth credentials: HTTP intercepted
        HTTP return code : 200
        IP addr being prompted: 192.168.0.0
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Current EzVPN Peer: 192.168.0.1

Router# show ip auth-proxy config

Authentication global cache time is 60 minutes
Authentication global absolute time is 0 minutes
Authentication Proxy Watch-list is disabled

Auth-proxy name ezvpnWeb*** (EzVPN-defined internal rule)
http list not specified inactivity-timer 60 minutes

Web マネージャとしての SDM

SDM Web マネージャの詳細については、次のマニュアルを参照してください。

• 『Cisco Security Device Manager』

VPN 接続のトラブルシューティング

Cisco Easy VPN Remote 機能を使用した VPN 接続のトラブルシューティング

Cisco Easy VPN Remote 機能で作成した VPN 接続のトラブルシューティングを行うには、次の手順を

実行します。

• 内部インターフェイスの追加や削除を行うなど、アクティブな Cisco Easy VPN Remote コンフィ

ギュレーションに何らかの変更があった場合や、関連するインターフェイスの IP アドレスが変更

された場合は、Cisco Easy VPN Remote 接続がリセットされることに留意します。

• debug crypto ipsec client ezvpn コマンドによる Cisco Easy VPN Remote 機能のデバッグをイネー

ブルにします。

• debug crypto ipsec コマンドおよび debug crypto isakmp コマンドによる IKE イベントのデバッ

グをイネーブルにします。

•  show crypto engine connections active コマンドを使用して、アクティブな IPsec VPN 接続を表

示します。

• clear crypto ipsec client ezvpn コマンドを使用して、VPN 接続をリセットします。ただし、デ

バッグがイネーブルになっている場合は、clear crypto sa コマンドおよび clear crypto isakmp コ
マンドを使用します。

クライアント モードのトラブルシューティング

ここでは、クライアント モード用に設定された Easy VPN Remote コンフィギュレーションに関するト

ラブルシューティングについて説明します。

クライアント モードでは、Cisco Easy VPN Remote 機能によって、VPN トンネルの実装に必要な 
NAT 変換または PAT 変換、およびアクセス リストの設定が自動的に作成されます。これらの設定は、

IPsec VPN 接続が開始された時点で自動作成されます。また、トンネルが切断されると、NAT または 
PAT、およびアクセス リストの設定は、自動的に削除されます。

NAT または PAT の設定は、次の前提条件の下で作成されます。

• デフォルトの内部インターフェイスを含むすべての内部インターフェイスに対して ip nat inside コ
マンドが適用されている。デフォルトの内部インターフェイスは、イーサネット 0 インターフェイ

スです（Cisco 806、Cisco 826、Cisco 827、Cisco 828、Cisco 831、Cisco 836、Cisco 837 の各

ルータの場合）。
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• Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションで設定されているインターフェイスに対して ip 
nat outside コマンドが適用されている。Cisco 800 シリーズ ルータおよび Cisco 1700 シリーズ 
ルータの場合、外部インターフェイスは、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションで設定

されています。Cisco 1700 シリーズ ルータ、Cisco 2600 シリーズ ルータ、Cisco 3600 シリーズ 
ルータ、および Cisco 3700 シリーズ ルータでは、複数の外部インターフェイスを設定できます。

ヒント Cisco Easy VPN Remote 機能により作成された NAT 変換または PAT 変換、およびアクセス リストの

設定は、スタートアップ コンフィギュレーション ファイルや実行中のコンフィギュレーション ファイ

ルには書き込まれません。ただし、これらの設定は、show ip nat statistics コマンドおよび show 
access-list コマンドを使用して表示できます。

リモート管理のトラブルシューティング

VPN リモートのリモート管理に関するトラブルシューティングを行う場合は、show ip interface コマ

ンドを使用します。brief キーワードを使用して、ループバックが削除されたか、また、インターフェ

イスが正しく表示されているか確認できます。

例

次に示すのは、show ip interface コマンドの一般的な出力例です。

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down
    
Ethernet1                  10.0.0.11       YES NVRAM  up                    up
    
Loopback0                  192.168.6.1     YES manual up                    up
    
Loopback1                  10.12.12.12     YES NVRAM  up                    up

Router# show ip interface brief

Interface                  IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Ethernet0                  unassigned      YES NVRAM  administratively down down

Ethernet1                  10.0.0.11       YES NVRAM  up                    up

Loopback1                  10.12.12.12     YES NVRAM  up                    up

デッド ピア検出のトラブルシューティング

デッド ピア検出のトラブルシューティングには、show crypto ipsec client ezvpn コマンドを使用しま

す。

例

次に示すのは、現在のサーバと、Easy VPN サーバによりプッシュされたピアを表示する一般的な出力

例です。

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 4
Tunnel name : ez1
Inside interface list: Loopback1,
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Outside interface: Ethernet1 
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: CONNECT
Address: 192.168.6.5
Mask: 255.255.255.255
DNS Primary: 10.2.2.2
DNS Secondary: 10.2.2.3
NBMS/WINS Primary: 10.6.6.6
Default Domain: cisco.com
Save Password: Allowed
Current EzVPN Peer:10.0.0.110
Backup Gateways
 (0): green.cisco.com 
 (1): blue

Cisco Easy VPN Remote の設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

Easy VPN Remote の設定例

• 「クライアント モードの設定例」（P.71）

• 「Easy VPN Remote に対するローカル アドレス サポート：例」（P.76）

• 「ネットワーク拡張モードの設定：例」（P.77）

• 「パスワード保存機能の設定：例」（P.81）

• 「PFS サポート：例」（P.82）

• 「ダイヤル バックアップの例」（P.82）

• 「Web ベース アクティベーション：例」（P.88）

• 「Easy VPN Remote に対する仮想 IPsec インターフェイス サポートの設定：例」（P.89）

• 「デュアル トンネルの設定：例」（P.93）

• 「デュアル トンネルに対する show コマンドの出力：例」（P.95）

• 「プライマリ ピアの再アクティブ化：例」（P.98）

• 「同一アドレス指定のサポート機能の設定：例」（P.99）

• 「Easy VPN Client（リモート デバイス）における cTCP：例」（P.99）

Easy VPN サーバの設定例

• 「スプリット トンネリングを使用しない Cisco Easy VPN サーバ：例」（P.100）

• 「スプリット トンネリングを使用する Cisco Easy VPN サーバ コンフィギュレーション：例」（P.101）

• 「Xauth を使用する Cisco Easy VPN サーバ コンフィギュレーション：例」（P.103）

• 「Easy VPN サーバの相互運用性のサポート：例」（P.105）
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Easy VPN Remote の設定例

クライアント モードの設定例

ここでは、クライアント モードにおける Cisco Easy VPN Remote 機能の設定例について説明します。ま

た、こうしたクライアントの設定に対応する Cisco IOS Easy VPN サーバの設定についても説明します。

• 「クライアント モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 831）：例」（P.71）

• 「クライアント モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 837）：例」（P.72）

• 「クライアント モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 1700 シリーズ）：例」（P.74）

（注） 通常、ユーザが Cisco 800 シリーズ ルータの設定を行う場合は、CLI コマンドではなく、SDM や 
CRWS の Web インターフェイスが使用されますが、ここで説明する Cisco 800 シリーズ ルータの設定

例は、手動設定が必要な場合にも使用できる一般的なものです。

クライアント モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 831）：例

次に示すのは、クライアント モードで Cisco Easy VPN Remote 機能を使用する Easy VPN Remote と
して Cisco 831 ルータを設定した場合の設定例です。この例では、Cisco Easy VPN Remote コンフィ

ギュレーションのうち、次の各設定が表示されています。

• DHCP サーバ プール：ip dhcp pool コマンドにより、IP アドレスのプールが作成されています。こ

れらの IP アドレスは、ルータのイーサネット 0 インターフェイスに接続された PC に割り当てられ

ます。このプールでは、クラス C のプライベート アドレス空間（192.168.100.0）に属するアドレ

スが割り当てられ、ルータのイーサネット インターフェイスに割り当てられた IP アドレス 
192.168.100.1 が、各 PC のデフォルト ルートとして設定されます。DHCP リース期間は 1 日です。

• Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション：1 つ目の crypto ipsec client ezvpn easy vpn 
remote コマンド（グローバル コンフィギュレーション モード）により、Cisco Easy VPN Remote 
コンフィギュレーションが「easy vpn remote」という名前で作成されています。この設定では、

「easy vpn remote-groupname」というグループ名、および「easy vpn remote-password」という共

有キー値が指定され、ピアの宛先が IP アドレス 192.185.0.5（インターネットに接続する宛先ピア 
ルータ上のインターフェイスに割り当てられたアドレス）に設定されています。この Cisco Easy 
VPN Remote コンフィギュレーションは、デフォルトのクライアント モード用に設定されたもの

です。

（注） ルータ上に DNS も設定されている場合、peer キーワード オプションは、IP アドレスの代

わりにホスト名もサポートします。

• 2 つ目の crypto ipsec client ezvpn easy vpn remote コマンド（インターフェイス コンフィギュ

レーション モード）により、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションがイーサネット 1 
インターフェイスに割り当てられています。これにより、イーサネット 1 インターフェイスで受信

および送信されるトラフィックはすべて、VPN トンネルを介して転送されます。

! Cisco Router Web Setup Template
!
no service pad
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
!
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hostname 806Router 
!
!
ip subnet-zero
ip domain-lookup
ip dhcp excluded-address 10.10.10.1 
!
ip dhcp pool CLIENT
   import all
   network 10.10.10.0 255.255.255.255
   default-router 10.10.10.1 
   lease 1 0 0 
!
!
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
 peer 192.168.0.5 
 group easy_vpn_remote_groupname key easy_vpn_remote_password
 mode client
!
!
interface Ethernet0
 ip address 10.10.10.1 255.255.255.255
 no cdp enable
 hold-queue 32 in
!
interface Ethernet1
 ip address dhcp
 no cdp enable
 crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
!
ip classless
ip http server
!
!
ip route 10.0.0.0 10.0.0.0 Ethernet1
!
line con 0
 exec-timeout 120 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 login local

クライアント モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 837）：例

次に示すのは、クライアント モードで Cisco Easy VPN Remote 機能を使用する Easy VPN Remote と
して Cisco 837 ルータを設定した場合の設定例です。この例では、Cisco Easy VPN Remote コンフィ

ギュレーションのうち、次の各設定が表示されています。

• PPPoE の設定：ダイヤラ 1 仮想インターフェイスを介して PPPoE 接続をサポートするために、

ATM 0 インターフェイスが設定されています。これらのインターフェイスでは PPPoE が使用され

るため、接続された PC に IP アドレスを割り当てるのに、DHCP IP アドレス プールは必要ありま

せん。

• Cisco Easy VPN Remote Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション：1 つ目の crypto ipsec 
client ezvpn コマンド（グローバル コンフィギュレーション モード）により、Cisco Easy VPN 
Remote コンフィギュレーションが「easy vpn remote」という名前で作成されています。この設定

では、「easy vpn remote-groupname」というグループ名、および「easy vpn remote-password」と

いう共有キー値が指定され、ピアの宛先が IP アドレス 10.0.0.5（インターネットに接続する宛先
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ピア ルータ上のインターフェイスに割り当てられたアドレス）に設定されています。この Cisco 
Easy VPN Remote コンフィギュレーションは、デフォルトのクライアント モード用に設定された

ものです。

（注） ルータ上に DNS も設定されている場合、peer キーワード オプションは、IP アドレスの代

わりにホスト名もサポートします。

• 2 つ目の crypto ipsec client ezvpn コマンド（インターフェイス コンフィギュレーション モード）

により、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションが Dialer 1 インターフェイスに割り当

てられています。これにより、Dialer 1 インターフェイスで受信および送信されるトラフィックは

すべて、VPN トンネルを介して転送されます。

version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname c827
!
!
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
!
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
vpdn enable
!
vpdn-group pppoe
 request-dialin
  protocol pppoe
 ip mtu adjust
!!
!
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
 group easy_vpn_remote_groupname key easy_vpn_remote_password
 mode client
 peer 10.0.0.5
!!
!
interface Ethernet0
 ip address 10.0.0.117 255.0.0.0
 hold-queue 100 out
!
interface ATM0
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
 pvc 1/40
  pppoe-client dial-pool-number 1
 !
 dsl operating-mode auto
!
interface Dialer1
 ip address 10.0.0.3 255.0.0.0
 ip mtu 1492
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
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!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ATM0
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 permanent
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.13
ip http server
ip pim bidir-enable
!
line con 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!
scheduler max-task-time 5000
end

クライアント モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 1700 シリーズ）：例

次に示すのは、クライアント モードで Cisco Easy VPN Remote 機能を使用する Easy VPN Remote と
して Cisco 1753 ルータを設定した場合の設定例です。この例は、1 つのトンネルに対して 2 つの内部

インターフェイスと 1 つの外部インターフェイスを持つ Cisco 1753 の実行設定を表示したものです。

connect auto コマンドにより、IPsec VPN トンネルが手動で確立します。

Router# show running-config

Building configuration...
Current configuration : 881 bytes 
! 
version 12.2 
service timestamps debug uptime 
service timestamps log uptime 
no service password-encryption 
! 
hostname mma-1753 
! 
! 
memory-size iomem 15 
ip subnet-zero 
!! 
! 
ip ssh time-out 120 
ip ssh authentication-retries 3 
! ! 
! 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote 
connect auto 
group ezvpn key ezvpn 
mode client 
peer 10.6.6.1 
! ! 
! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 10.4.4.2 255.255.255.0 
speed auto 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote inside 
! 
interface Serial0/0 
ip address 10.6.6.2 255.255.255.0 
no fair-queue 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
! 
interface Serial1/0 
ip address 10.5.5.2 255.255.255.0 
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clock rate 4000000 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote inside 
! 
ip classless 
no ip http server 
ip pim bidir-enable 
! ! 
! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
login 
! 
end

次に示すのは、easy vpn remote1、easy vpn remote2 という自動的に接続された 2 つのアクティブなト

ンネルを持つ Cisco 1760 ルータの実行設定の例です。トンネル easy vpn remote1 には、2 つの内部イ

ンターフェイスと、1 つの外部インターフェイスが設定されています。トンネル easy vpn remote2 に
は、1 つの内部インターフェイスと、1 つの外部インターフェイスが設定されています。また ,トンネ

ル名、外部インターフェイス、および内部インターフェイスが列記された show crypto ipsec client 
ezvpn コマンドの出力例も合せて記載してあります。

Router# show running-config

Building configuration...
Current configuration : 1246 bytes 
! 
version 12.2 
service timestamps debug uptime 
service timestamps log uptime 
no service password-encryption 
! 
hostname 1760 
! 
aaa new-model 
! 
! 
aaa session-id common 
! 
ip subnet-zero 
!! 
! 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote2 
connect auto 
group ez key ez 
mode network-extension 
peer 10.7.7.1 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote1 
connect auto 
group ezvpn key ezvpn 
mode client 
peer 10.6.6.1 
! ! 
! 
interface FastEthernet0/0 
ip address 10.5.5.2 255.255.255.0 
speed auto 
no cdp enable 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote1 inside 
! 
interface Serial0/0 
ip address 10.4.4.2 255.255.255.0 
no ip route-cache 
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no ip mroute-cache 
no fair-queue 
no cdp enable 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote1 inside 
! 
interface Serial0/1 
ip address 10.3.3.2 255.255.255.0 
no cdp enable 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote2 inside 
! 
interface Serial1/0 
ip address 10.6.6.2 255.255.255.0 
clockrate 4000000 
no cdp enable 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote1 
! 
interface Serial1/1 
ip address 10.7.7.2 255.255.255.0 
no keepalive 
no cdp enable 
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote2 
! 
ip classless 
no ip http server 
ip pim bidir-enable 
! 
! 
radius-server retransmit 3 
radius-server authorization permit missing Service-Type 
! 
line con 0 
line aux 0 
line vty 0 4 
! 
no scheduler allocate 
end

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Tunnel name : easy_vpn_remote1 
Inside interface list: FastEthernet0/0, Serial0/0, 
Outside interface: Serial1/0 
Current State: IPSEC_ACTIVE 
Last Event: SOCKET_UP 
Address: 10.0.0.5 
Mask: 255.255.255.255 
Default Domain: cisco.com
Tunnel name : easy_vpn_remote2 
Inside interface list: Serial0/1, 
Outside interface: Serial1/1 
Current State: IPSEC_ACTIVE 
Last Event: SOCKET_UP 
Default Domain: cisco.com

Easy VPN Remote に対するローカル アドレス サポート：例

次の設定例では、local-address コマンドを使用して、トンネル トラフィックを探り当てるためのルー

プバック 0 インターフェイスを指定します。

Router# configure terminal 
Router(config)# crypto ipsec client ezvpn telecommuter-client 
76



Cisco Easy VPN Remote

  Cisco Easy VPN Remote の設定例
Router(config-crypto-ezvpn)# local-address loopback0 

ネットワーク拡張モードの設定：例

ここでは、具体的なコンフィギュレーション例に基づいて、ネットワーク拡張モードにおける Cisco 
Easy VPN Remote 機能の設定方法について説明します。また、こうしたクライアントの設定に対応す

る Cisco IOS Easy VPN サーバの設定についても説明します。

• 「ネットワーク拡張 モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 831）：例」（P.77）

• 「ネットワーク拡張 モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 837）：例」（P.78）

• 「ネットワーク拡張 モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 1700 シリーズ）：例」（P.80）

ネットワーク拡張 モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 831）：例

次に示すのは、Cisco Easy VPN Remote 機能を使用する Easy VPN Remote として Cisco 831 ルータを

設定した場合の設定例です。この例では、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションのうち、

次の各設定が表示されています。

• イーサネット 0 インターフェイスには、Cisco IOS Easy VPN サーバのネットワーク アドレス空間

に属するアドレスが割り当てられています。また、ip route コマンドは、このネットワーク アドレ

ス空間のトラフィックをすべて、イーサネット 1 インターフェイスから宛先サーバへ送信するよう

指定しています。

• Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション：1 つ目の crypto ipsec client ezvpn コマンド

（グローバル コンフィギュレーション モード）により、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレー

ションが「easy vpn remote」という名前で作成されています。この設定では、「easy vpn 
remote-groupname」というグループ名、および「easy vpn remote-password」という共有キー値が

指定され、ピアの宛先が IP アドレス 192.185.0.5（インターネットに接続する宛先ピア ルータ上の

インターフェイスに割り当てられたアドレス）に設定されています。この Cisco Easy VPN Remote 
コンフィギュレーションは、ネットワーク拡張 モード用に設定されたものです。

（注） ルータ上に DNS も設定されている場合、peer キーワード オプションは、IP アドレスの代

わりにホスト名もサポートします。

• 2 つ目の crypto ipsec client ezvpn コマンド（インターフェイス コンフィギュレーション モード）

により、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションがイーサネット 1 インターフェイスに割

り当てられています。これにより、イーサネット 1 インターフェイスで受信および送信されるトラ

フィックはすべて、VPN トンネルを介して転送されます。

! Cisco Router Web Setup Template
!
no service pad
no service tcp-small-servers
no service udp-small-servers
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
service password-encryption
!
hostname Router
!
!
ip subnet-zero
ip domain-lookup
!
!
ip dhcp excluded-address 172.31.1.1  
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!
ip dhcp pool localpool
   import all
   network 172.31.1.0 255.255.255.255
   default-router 172.31.1.1 
   lease 1 0 0 
!
!
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
 peer 192.168.0.5 
 group easy_vpn_remote_groupname key easy_vpn_remote_password
 mode network-extension 
!
!
interface Ethernet0
 ip address 172.31.1.1 255.255.255.255
 no cdp enable
 hold-queue 32 in
!
interface Ethernet1
 ip address dhcp
 no cdp enable
 crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
!
ip classless
ip route 172.31.0.0 255.255.255.255 Ethernet1
ip http server
!
!
line con 0
 exec-timeout 120 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 exec-timeout 0 0
 login local

ネットワーク拡張 モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 837）：例

次に示すのは、クライアント モードで Cisco Easy VPN Remote 機能を使用する Easy VPN Remote と
して Cisco 837 ルータを設定した場合の設定例です。この例では、Cisco Easy VPN Remote コンフィ

ギュレーションのうち、次の各設定が表示されています。

• PPPoE の設定：ダイヤラ 1 仮想インターフェイスを介して PPPoE 接続をサポートするために、

ATM 0 インターフェイスが設定されています。これらのインターフェイスでは PPPoE が使用され

るため、接続された PC に IP アドレスを割り当てるのに、DHCP IP アドレス プールは必要ありま

せん。

• イーサネット 0 インターフェイスには、Cisco IOS Easy VPN サーバのネットワーク アドレス空間

に属するアドレスが割り当てられています。また、ip route コマンドは、このネットワーク アドレ

ス空間のトラフィックをすべて、ダイヤラ 1 インターフェイスから宛先サーバへ送信するよう指定

しています。

• Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション：1 つ目の crypto ipsec client ezvpn コマンド

（グローバル コンフィギュレーション モード）により、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレー

ションが「easy vpn remote」という名前で作成されています。この設定では、「easy vpn 
remote-groupname」というグループ名、および「easy vpn remote-password」という共有キー値が

指定され、ピアの宛先が IP アドレス 10.0.0.5（インターネットに接続する宛先ピア ルータ上のイ

ンターフェイスに割り当てられたアドレス）に設定されています。この Cisco Easy VPN Remote 
コンフィギュレーションは、デフォルトのネットワーク拡張 モード用に設定されたものです。
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（注） ルータ上に DNS も設定されている場合、peer キーワード オプションは、IP アドレスの代

わりにホスト名もサポートします。

• 2 つ目の crypto ipsec client ezvpn コマンド（インターフェイス コンフィギュレーション モード）

により、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションが Dialer 1 インターフェイスに割り当

てられています。これにより、Dialer 1 インターフェイスで受信および送信されるトラフィックは

すべて、VPN トンネルを介して転送されます。

version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname c827
!
!
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
!
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
vpdn enable
!
vpdn-group pppoe
 request-dialin
  protocol pppoe
 ip mtu adjust
!
!
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
 group easy_vpn_remote_groupname key easy_vpn_remote_password
 mode network-extension 
 peer 10.0.0.5
!
!
interface Ethernet0
 ip address 172.16.0.30 255.255.255.192
 hold-queue 100 out
!
interface ATM0
 no ip address
 no atm ilmi-keepalive
 pvc 1/40
  pppoe-client dial-pool-number 1
 !
 dsl operating-mode auto
!
interface Dialer1
 ip address 10.0.0.3 255.0.0.0
 ip mtu 1492
 encapsulation ppp
 dialer pool 1
 crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
!
ip classless
ip route 172.16.0.0 255.255.255.128 Dialer1
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 ATM0
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ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 permanent
ip route 10.0.0.0 255.0.0.0 10.0.0.13
ip http server
ip pim bidir-enable
!
line con 0
 stopbits 1
line vty 0 4
 login
!
scheduler max-task-time 5000

ネットワーク拡張 モードで動作する Cisco Easy VPN Client（Cisco 1700 シリーズ）：例

次に示すのは、ネットワーク拡張 モードで Cisco Easy VPN Remote 機能を使用する Easy VPN Remote 
として Cisco 1700 シリーズ ルータを設定した場合の設定例です。この例では、Cisco Easy VPN 
Remote コンフィギュレーションのうち、次の各設定が表示されています。

• Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーション：1 つ目の crypto ipsec client ezvpn コマンド

（グローバル コンフィギュレーション モード）により、Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレー

ションが「easy vpn remote」という名前で作成されています。この設定では、「easy vpn 
remote-groupname」というグループ名、および「easy vpn remote-password」という共有キー値が

指定され、ピアの宛先が IP アドレス 10.0.0.2（インターネットに接続する宛先ピア ルータ上のイ

ンターフェイスに割り当てられたアドレス）に設定されています。この Cisco Easy VPN Remote 
コンフィギュレーションは、ネットワーク拡張 モード用に設定されたものです。

（注） ルータ上に DNS も設定されている場合、peer キーワード オプションは、IP アドレスの代

わりにホスト名もサポートします。

• 2 つ目の crypto ipsec client ezvpn easy vpn remote コマンド（インターフェイス コンフィギュ

レーション モード）により、コンフィギュレーションがイーサネット 0 インターフェイスに割り

当てられています。これにより、イーサネット 0 インターフェイスで受信および送信されるトラ

フィックはすべて、VPN トンネルを介して送信されます。

!
version 12.2
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname 1710
!
!
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
ip subnet-zero
!
!
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
!
!
ip dhcp excluded-address 10.0.0.10  
!
ip dhcp pool localpool
   import all
   network 10.70.0.0 255.255.255.248
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   default-router 10.70.0.10 
   lease 1 0 0 
!
!
crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
 group easy_vpn_remote_groupname key easy_vpn_remote_password
 mode network-extension
 peer 10.0.0.2
!
!
interface Ethernet0
 ip address 10.50.0.10 255.0.0.0
 half-duplex
 crypto ipsec client ezvpn easy_vpn_remote
!
interface FastEthernet0
 ip address 10.10.0.10 255.0.0.0
 speed auto
!
ip classless
ip route 10.20.0.0 255.0.0.0 Ethernet0
ip route 10.20.0.0 255.0.0.0 Ethernet0
no ip http server
ip pim bidir-enable
!!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line aux 0
line vty 0 4
 login

パスワード保存機能の設定：例

次に示すのは、show running-config コマンドの出力結果で、パスワード保存機能の設定を表示したも

のです（出力結果の中の password encryption aes コマンドおよび username キーワードの部分）。

Router# show running-config

133.CABLEMODEM.CISCO: Oct 28 18:42:07.115: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by 
consolen
Building configuration...
 
Current configuration : 1269 bytes
!
! Last configuration change at 14:42:07 UTC Tue Oct 28 2003
!
version 12.3
no service pad
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
clock timezone UTC -4
no aaa new-model
ip subnet-zero
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no ip routing
!
!
ip audit notify log
ip audit po max-events 100
ip ssh break-string 
no ftp-server write-enable
password encryption aes
!
! 
no crypto isakmp enable
!
!
crypto ipsec client ezvpn remote_vpn_client
 connect auto
 mode client
 username user1 password  6 ARiFgh`SOJfMHLK[MHMQJZagR\M
!
!
interface Ethernet0
 ip address 10.3.66.4 255.255.255.0
 no ip route-cache
 bridge-group 59

PFS サポート：例

次の show crypto ipsec client ezvpn コマンドの出力結果は、グループ名（「2」）と、PFS が使用されて

いることを示しています。

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 4

Tunnel name : ez1
Inside interface list: Loopback1,
Outside interface: Ethernet1 
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
Address: 192.168.6.6
Mask: 255.255.255.255
Using PFS Group: 2
Save Password: Allowed
Current EzVPN Peer:10.0.0.110

Cisco IOS Easy VPN サーバ上では、次の設定例のように、クリプト マップを追加して PFS を IPsec プ
ロポーザルに組み込む必要があります。

crypto dynamic-map mode 1
 set security-association lifetime seconds 180
 set transform-set client 
 set pfs group2
 set isakmp-profile fred
 reverse-route

ダイヤル バックアップの例

スタティック IP アドレス指定

次に示すのは、Cisco 1711 ルータに対するスタティック IP アドレス指定の設定例です。

Router# show running-config
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Building configuration...

Current configuration : 3427 bytes
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname ph4_R5
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no logging buffered
!
username ph4_R8 password 0 cisco
username ph4_R7 password 0 lab
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
aaa new-model
!
!         
aaa session-id common
ip subnet-zero
!
!
no ip domain lookup
ip cef
ip ids po max-events 100
ip dhcp-client default-router distance 1
no ftp-server write-enable
!
!
track 123 rtr 3 reachability
! 
crypto isakmp keepalive 10 periodic
! 
!
crypto ipsec client ezvpn backup_profile_vpn3k
 connect auto
 group hw_client_groupname key password123
 mode client
 peer 10.0.0.5
 username user1 password  password123
crypto ipsec client ezvpn hw_client_vpn3k
 connect auto
 group hw_client_groupname key password123
 backup backup_profile_vpn3k track 123
 mode client
 peer 10.0.0.5
 username user1 password password123
!
!
interface Loopback0
 ip address 10.40.40.50 255.255.255.255
!
interface Loopback1
 ip address 10.40.40.51 255.255.255.255
!
interface Loopback2
 no ip address
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!
interface FastEthernet0
 description Primary Link to 10.0.0.2
 ip address 10.0.0.10 255.255.255.0
 duplex auto
 speed auto
 no cdp enable
 crypto ipsec client ezvpn hw_client_vpn3k
!
interface FastEthernet1
 no ip address
 duplex full
 speed 100
 no cdp enable
!
interface FastEthernet2
 no ip address
 no cdp enable
!         
interface FastEthernet3
 no ip address
 no cdp enable
!
interface FastEthernet4
 no ip address
 no cdp enable
!
interface Vlan1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 crypto ipsec client ezvpn backup_profile_vpn3k inside
 crypto ipsec client ezvpn hw_client_vpn3k inside
!
interface Async1
 description Backup Link 
 no ip address
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 encapsulation ppp
 no ip route-cache cef
 dialer in-band
 dialer pool-member 1
 dialer-group 1
 async default routing
 async mode dedicated
!
interface Dialer1
 ip address 10.30.0.1 255.255.255.0
 encapsulation ppp
 no ip route-cache cef
 dialer pool 1
 dialer idle-timeout 60
 dialer string 102
 dialer hold-queue 100
 dialer-group 1
 crypto ipsec client ezvpn backup_profile_vpn3k
!
ip local policy route-map policy_for_rtr
ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 faste0 track 123

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 240
no ip http server
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no ip http secure-server
!
!
ip access-list extended dummy1
 permit ip host 10.0.0.2 host 10.3.0.1
ip access-list extended important_traffic
 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 10.0.0.2 0.0.0.255
 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 10.0.0.3 0.0.0.255
ip access-list extended important_traffic_2
 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 10.0.0.3 0.0.0.255
access-list 112 permit icmp any host 10.0.10.2 echo
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
!
route-map policy_for_rtr permit 10
 match ip address 112
 set interface Null0
 set ip next-hop 10.0.10.2
!
!
control-plane
!
rtr 2
 type echo protocol ipIcmpEcho 10.0.0.2 source-ipaddr 10.0.0.3
 timeout 10000
 threshold 1000
 frequency 11
rtr schedule 2 life forever start-time now
rtr 3
 type echo protocol ipIcmpEcho 10.0.0.2 source-interface FastEthernet0
 timeout 10000
 threshold 1000
 frequency 11
rtr schedule 3 life forever start-time now
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line 1
 modem InOut
 modem autoconfigure discovery
 transport input all
 autoselect ppp
 stopbits 1
 speed 115200
 flowcontrol hardware
line aux 0
line vty 0 4
 password lab
!

プライマリ インターフェイス上で設定された DHCP およびバックアップとしての PPP 非同期

次に示すのは、プライマリ インターフェイスに対して DHCP が設定され、バックアップとして PPP 非
同期モードが設定された Cisco 1711 ルータの設定例です。

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 3427 bytes
!
version 12.3
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
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no service password-encryption
!
hostname ph4_R5
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
no logging buffered
!
username ph4_R8 password 0 cisco
username ph4_R7 password 0 lab
mmi polling-interval 60
no mmi auto-configure
no mmi pvc
mmi snmp-timeout 180
aaa new-model
!
!
aaa session-id common
ip subnet-zero
!
!
no ip domain lookup
ip cef
ip ids po max-events 100
ip dhcp-client default-router distance 1
no ftp-server write-enable
!
!
track 123 rtr 3 reachability
! 
crypto isakmp keepalive 10 periodic
!
!
crypto ipsec client ezvpn backup_profile_vpn3k
 connect auto
 group hw_client_groupname key password123
 mode client
 peer 10.0.0.5
 username user1 password  password123
crypto ipsec client ezvpn hw_client_vpn3k
 connect auto
 group hw_client_groupname key password123
 backup backup_profile_vpn3k track 123
 mode client
 peer 10.0.0.5
 username user1 password  password123
!
!
interface Loopback0
 ip address 10.40.40.50 255.255.255.255
!
interface Loopback1
 ip address 10.40.40.51 255.255.255.255
!
interface Loopback2
 no ip address
!
interface FastEthernet0
 description Primary Link to 10.0.0.2
 ip dhcp client route track 123
 ip address dhcp
 duplex auto
 speed auto
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 no cdp enable
 crypto ipsec client ezvpn hw_client_vpn3k
!
interface FastEthernet1
 no ip address
 duplex full
 speed 100
 no cdp enable
!
interface FastEthernet2
 no ip address
 no cdp enable
!         
interface FastEthernet3
 no ip address
 no cdp enable
!
interface FastEthernet4
 no ip address
 no cdp enable
!
interface Vlan1
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
 crypto ipsec client ezvpn backup_profile_vpn3k inside
 crypto ipsec client ezvpn hw_client_vpn3k inside
!
interface Async1
 description Backup Link 
 no ip address
 ip nat outside
 ip virtual-reassembly
 encapsulation ppp
 no ip route-cache cef
 dialer in-band
 dialer pool-member 1
 dialer-group 1
 async default routing
 async mode dedicated
!
interface Dialer1
 ip address 10.0.0.3 255.255.255.0
 encapsulation ppp
 no ip route-cache cef
 dialer pool 1
 dialer idle-timeout 60
 dialer string 102
 dialer hold-queue 100
 dialer-group 1
 crypto ipsec client ezvpn backup_profile_vpn3k
!
ip local policy route-map policy_for_rtr
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 Dialer1 240
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
ip access-list extended dummy1
 permit ip host 10.10.0.2 host 10.0.0.1
ip access-list extended important_traffic
 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 10.0.0.2 0.0.0.255
 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 10.0.0.3 0.0.0.255
ip access-list extended important_traffic_2
 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 10.0.0.3 0.0.0.255
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access-list 112 permit icmp any host 10.0.0.2 echo
dialer-list 1 protocol ip permit
no cdp run
!
route-map policy_for_rtr permit 10
 match ip address 112
 set interface Null0
 set ip next-hop 10.0.0.2
!
!
control-plane
!
rtr 2
 type echo protocol ipIcmpEcho 10.0.0.2 source-ipaddr 10.0.0.3
 timeout 10000
 threshold 1000
 frequency 11
rtr schedule 2 life forever start-time now
rtr 3
 type echo protocol ipIcmpEcho 10.0.0.2 source-interface FastEthernet0
 timeout 10000
 threshold 1000
 frequency 11
rtr schedule 3 life forever start-time now
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line 1
 modem InOut
 modem autoconfigure discovery
 transport input all
 autoselect ppp
 stopbits 1
 speed 115200
 flowcontrol hardware
line aux 0
line vty 0 4
 password lab
!

Web ベース アクティベーション：例

次に示すのは、ユーザからの HTTP 接続を代行受信することで、そのユーザに対して Web ベースの認

証を実行できるように設定した場合の設定例です（192.0.0.13 は VPN クライアント デバイス、

192.0.0.1 は サーバ デバイスです）。

crypto ipsec client ezvpn tunnel22
  connect manual
  group tunnel22 key 22tunnel
  mode client
  peer 192.168.0.1
  xauth userid mode http-intercept
!
!
interface Ethernet0
  ip address 10.4.23.15 255.0.0.0
  crypto ipsec client ezvpn tunnel22 inside!
interface Ethernet1
  ip address 192.168.0.13 255.255.255.128
  duplex auto
  crypto ipsec client ezvpn tunnel22
!
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Easy VPN Remote に対する仮想 IPsec インターフェイス サポートの設定：例

次の例では、Easy VPN Remote デバイスに仮想 IPsec インターフェイス サポート機能を設定しています。

仮想 IPsec インターフェイス：汎用仮想アクセス

次の例では、汎用仮想アクセス IPsec インターフェイスを使う Easy VPN Remote デバイスに仮想イン

ターフェイス サポートを設定しています。

!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
clock timezone IST 0
ip subnet-zero
no ip dhcp use vrf connected
!
!
crypto ipsec client ezvpn ez
 connect manual
 group easy key cisco
 mode client
 peer 10.3.0.2
 virtual-interface
 xauth userid mode interactive
!
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
 no keepalive
 no cdp enable
 crypto ipsec client ezvpn ez inside
!
interface Ethernet1/0
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
 no keepalive
 no cdp enable
 crypto ipsec client ezvpn ez
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.0.2 2
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
end
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仮想 IPsec インターフェイス：仮想テンプレートを基に作成した仮想アクセス

次の例では、仮想テンプレートを基に作成した仮想アクセス IPsec インターフェイスを使う Easy VPN 
Remote デバイスに仮想インターフェイス サポートを設定しています。

!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
clock timezone IST 0
ip subnet-zero
no ip dhcp use vrf connected
!
!
crypto ipsec client ezvpn ez
 connect manual
 group easy key cisco
 mode client
 peer 10.3.0.2
 virtual-interface 1
 xauth userid mode interactive
!
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.1.0.2 255.255.255.0
 no keepalive
 no cdp enable
 crypto ipsec client ezvpn ez inside
!
interface Ethernet1/0
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
 no keepalive
 no cdp enable
 crypto ipsec client ezvpn ez
!
interface Virtual-Template1 type tunnel
 no ip address
 tunnel mode ipsec ipv4
!
!
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.2.0.2 2
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
 login
!
end
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トンネルがダウンしている場合の設定

Easy VPN プロファイル上で仮想インターフェイスを設定すると、仮想アクセス インターフェイスが作

成されます。このインターフェイスにより、IPsec カプセル化が実現します。次に示すのは、Easy 
VPN が「ダウン」している場合の仮想アクセス インターフェイスの設定を表示した出力結果です。

Router# show running-config interface virtual-access 2

Building configuration...

Current configuration : 99 bytes
!
interface Virtual-Access2
 no ip address
 tunnel source Ethernet1/0
 tunnel mode ipsec ipv4
end

仮想インターフェイスを設定すると、仮想アクセス インターフェイスが作成されます。この仮想アク

セス インターフェイスは、Easy VPN プロファイルのインターフェイスの外部で、自動的に作成されま

す。Easy VPN トンネルが再びアップすると、この仮想インターフェイスへのルートが追加されます。

これにより、社内ネットワークへパケットを送信できるようになります。crypto ipsec client ezvpn 
name outside（crypto ipsec client ezvpn name コマンドおよび outside キーワード）が実際のイン

ターフェイスに適用された場合、そのインターフェイスは IKE（IPsec）エンドポイントとして使用さ

れます（つまり、IKE パケットおよび IPsec パケットには、送信元アドレスとしてこのインターフェイ

スのアドレスが使用されます）。

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 5

Tunnel name : ez
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access2 (bound to Ethernet1/0)
Current State: CONNECT_REQUIRED
Last Event: TRACKED OBJECT UP
Save Password: Disallowed
Current EzVPN Peer: 10.3.0.2

仮想インターフェイスは、他のインターフェイスと同様、ルーティング可能であるため、ルートはトラ

フィック セレクタの役割を果たすことになります。次の例に示すように、Easy VPN トンネルが「ダウ

ン」している場合、この仮想インターフェイスに接続するルートはありません。

Router# show ip route

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 10.2.0.2 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.2.0.0 is directly connected, Ethernet1/0
C       10.1.0.0 is directly connected, Ethernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [2/0] via 10.2.0.2
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トンネルがアップしている場合の設定

クライアント モードまたはネットワーク拡張プラス モードの場合、Easy VPN では、ループバック イ
ンターフェイスが作成され、モードの設定でプッシュされたアドレスが割り当てられます。ループバッ

クのアドレスをインターフェイスに割り当てる場合は、ip unnumbered コマンド（ip unnumbered 
loopback）を使用します。ネットワーク拡張モードでは、仮想アクセスが ip unnumbered ethernet0

（バウンド インターフェイス）として設定されます。

Router# show running-config interface virtual-access 2

Building configuration...

Current configuration : 138 bytes
!
interface Virtual-Access2
 ip unnumbered Loopback0
 tunnel source Ethernet1/0
 tunnel destination 10.3.0.2
 tunnel mode ipsec ipv4
end

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 5

Tunnel name : ez
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access2 (bound to Ethernet1/0)
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
Address: 10.5.0.2
Mask: 255.255.255.255
DNS Primary: 10.6.0.2
NBMS/WINS Primary: 10.7.0.1
Default Domain: cisco.com
Using PFS Group: 2
Save Password: Disallowed
Split Tunnel List: 1
       Address    : 10.4.0.0
       Mask       : 255.255.255.0
       Protocol   : 0x0
       Source Port: 0
       Dest Port  : 0
Current EzVPN Peer: 10.3.0.2

トンネルがアップすると、Easy VPN では、仮想アクセス インターフェイスへのデフォルト ルート、

またはサブネットのスプリット アトリビュート用として仮想アクセス インターフェイスへのルートが

追加されます。また、Easy VPN では、ピア（宛先またはコンセントレータ）が Easy VPN デバイスに

直接接続されていない場合、そのピアへのルートも追加されます。

次に示すのは、仮想 IPsec インターフェイスに対する show ip route コマンドの 2 つの出力例です。

サーバによりスプリット トンネル アトリビュートが送信された場合と送信されなかった場合です。

サーバによりスプリット トンネル アトリビュートが送信された場合

Router# show ip route

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
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       o - ODR, P - periodic downloaded static route

Gateway of last resort is 10.2.0.2 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 5 subnets, 2 masks
C       10.2.0.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
S       10.3.0.2/32 [1/0] via 10.2.0.2, Ethernet1/0  <<< Route to
 peer (EzVPN server)
C       10.1.0.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
C       10.5.0.2/32 is directly connected, Loopback0
S       10.4.0.0/24 [1/0] via 0.0.0.0, Virtual-Access2  <<< Split
tunnel attr sent by the server
S*   10.0.0.0/0 [2/0] via 10.2.0.2

サーバによりスプリット トンネル アトリビュートが送信されなかった場合

次のように、スプリット アトリビュートに指定されたネットワークはすべて表示されます。

Router# show ip route

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 0.0.0.0 to network 0.0.0.0

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
C       10.2.0.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
! The following line is the route to the peer (the Easy VPN server).
S       10.3.0.2/32 [1/0] via 10.2.0.2, Ethernet1/0
C       10.1.0.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
C       10.5.0.3/32 is directly connected, Loopback0
! The following line is the default route.
S*   10.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.0, Virtual-Access2

デュアル トンネルの設定：例

次に示すのは、デュアル トンネルの一般的な設定例です。

version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
enable password lab
!
no aaa new-model
!
resource policy
!
clock timezone IST 0
ip subnet-zero
!
!
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username lab password 0 lab
!
!
crypto ipsec client ezvpn ezvpn1
 connect manual
 group easy key cisco
 mode network-extension
 peer 10.75.1.2
 virtual-interface 1
 xauth userid mode interactive
crypto ipsec client ezvpn ezvpn2
 connect manual
 group easy key cisco
 mode network-extension
 peer 10.75.2.2
 virtual-interface 1
 xauth userid mode interactive
!
!
interface Ethernet0/0
 ip address 192.168.1.1 255.255.255.255
 no keepalive
 crypto ipsec client ezvpn ezvpn1 inside
 crypto ipsec client ezvpn ezvpn2 inside
!
interface Ethernet0/1
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet0/2
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet0/3
 no ip address
 shutdown
!
interface Ethernet1/0
 ip address 10.76.1.2 255.255.255.0
 no keepalive
 crypto ipsec client ezvpn ezvpn1
 crypto ipsec client ezvpn ezvpn2
!
interface Serial2/0
 ip address 10.76.2.2 255.255.255.0
 no keepalive
 serial restart-delay 0
!
interface Virtual-Template1 type tunnel
 no ip address
 tunnel mode ipsec ipv4
!
!
ip classless
ip route 10.0.0.0 10.0.0.0 10.76.1.1 2
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
no cdp run
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
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line aux 0
line vty 0 4
 login local
!
end

デュアル トンネルに対する show コマンドの出力：例

次に示すのは、デュアル トンネルがアップする次の 3 つのフェーズに関する show コマンドの出力例で

す。

• 1 つ目の Easy VPN トンネルがアップしている場合

• 2 つ目の Easy VPN トンネルが開始している場合

• 両方の Easy VPN トンネルがアップしている場合

EzVPN トンネルがアップする前

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 6

Tunnel name : ezvpn1
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access2 (bound to Ethernet1/0)
Current State: CONNECT_REQUIRED
Last Event: TRACKED OBJECT UP
Save Password: Disallowed
Current EzVPN Peer: 10.75.1.2

Tunnel name : ezvpn2
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access3 (bound to Serial2/0)
Current State: CONNECT_REQUIRED
Last Event: TRACKED OBJECT UP
Save Password: Disallowed
Current EzVPN Peer: 10.75.2.2

Router# show ip route

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

ネットワーク 0.0.0.0 へのラスト リゾート ゲートウェイは 10.76.1.1 です。

10.0.0.0/24 is subnetted, 2 subnets
C       10.76.2.0 is directly connected, Serial2/0
C       10.76.1.0 is directly connected, Ethernet1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
S*   0.0.0.0/0 [2/0] via 10.76.1.1
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（注） デフォルト ルートのメトリックを 1 より大きな値にすることで、Easy VPN によって後で追加されたデ

フォルト ルートを優先し、Easy VPN 仮想アクセス インターフェイスを介してトラフィックが送信さ

れるようにしてください。

Easy VPN「ezypn2」トンネルがアップしている場合

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 6

Tunnel name : ezvpn1
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access2 (bound to Ethernet1/0)
Current State: CONNECT_REQUIRED
Last Event: TRACKED OBJECT UP
Save Password: Disallowed
Current EzVPN Peer: 10.75.1.2

Tunnel name : ezvpn2
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access3 (bound to Serial2/0)
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
DNS Ezvpn1: 10.6.0.2
NBMS/WINS Ezvpn1: 10.7.0.1
Default Domain: cisco.com
Save Password: Disallowed
Current EzVPN Peer: 10.75.2.2

Router# show ip route

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

ネットワーク 0.0.0.0 へのラスト リゾート ゲートウェイは 0.0.0.0 です。

10.0.0.0/8 is variably subnetted, 3 subnets, 2 masks
! The next line is the Easy VPN route.
S       10.75.2.2/32 [1/0] via 10.76.1.1
C       10.76.2.0/24 is directly connected, Serial2/0
C       10.76.1.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
! The next line is the Easy VPN route.
S*   0.0.0.0/0 [1/0] via 0.0.0.0, Virtual-Access3

このように、デフォルト ルートとピアへのルートが 1 つずつ追加されます。

Easy VPN「ezvpn2」がアップしており、Easy VPN「ezvpn1」が開始している場合

Router# crypto ipsec client ezvpn connect ezvpn1

Router# show crypto ipsec cli ent ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 6
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Tunnel name : ezvpn1
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access2 (bound to Ethernet1/0)
Current State: READY
Last Event: CONNECT
Save Password: Disallowed
Current EzVPN Peer: 10.75.1.2

Tunnel name : ezvpn2
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access3 (bound to Serial2/0)
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
DNS Ezvpn1: 10.6.0.2
NBMS/WINS Ezvpn1: 10.7.0.1
Default Domain: cisco.com
Save Password: Disallowed
Current EzVPN Peer: 10.75.2.2

Router# show ip route

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

ネットワーク 10.0.0.0 へのラスト リゾート ゲートウェイは 10.0.0.0 です。

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
S       10.75.2.2/32 [1/0] via 10.76.1.1
! The next line is the Easy VPN router.
S       10.75.1.2/32 [1/0] via 10.76.1.1
C       10.76.2.0/24 is directly connected, Serial2/0
C       10.76.1.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
S*   10.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.0, Virtual-Access3

Easy VPN トンネル「ezvpn1」がアップする前に 10.75.1.2 へのルートが追加されています。これは、

Easy VPN トンネル「ezvpn1」のピア 10.75.1.2 に到達するためのルートです。

両トンネルのアップ

Router# show crypto ipsec client ezvpn 

Easy VPN Remote Phase: 6

Tunnel name : ezvpn1
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access2 (bound to Ethernet1/0)
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
DNS Ezvpn1: 10.6.0.2
NBMS/WINS Ezvpn1: 10.7.0.1
Default Domain: cisco.com
Save Password: Disallowed
Split Tunnel List: 1
       Address    : 192.168.3.0
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       Mask       : 255.255.255.255
       Protocol   : 0x0
       Source Port: 0
       Dest Port  : 0
Current EzVPN Peer: 10.75.1.2

Tunnel name : ezvpn2
Inside interface list: Ethernet0/0
Outside interface: Virtual-Access3 (bound to Serial2/0)
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
DNS Ezvpn1: 10.6.0.2
NBMS/WINS Ezvpn1: 10.7.0.1
Default Domain: cisco.com
Save Password: Disallowed
Current EzVPN Peer: 10.75.2.2

Router# show ip route

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

ネットワーク 10.0.0.0 へのラスト リゾート ゲートウェイは 10.0.0.0 です。

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 4 subnets, 2 masks
! The next line is the Easy VPN router (ezvpn2).
S       10.75.2.2/32 [1/0] via 10.76.1.1
! The next line is the Easy VPN router (ezvpn1).
S       10.75.1.2/32 [1/0] via 10.76.1.1
C       10.76.2.0/24 is directly connected, Serial2/0
C       10.76.1.0/24 is directly connected, Ethernet1/0
C    192.168.1.0/24 is directly connected, Ethernet0/0
! The next line is the Easy VPN route (ezvpn1).
S    192.168.3.0/24 [1/0] via 0.0.0.0, Virtual-Access2
! The next line is the Easy VPN (ezvpn2).
S*   10.0.0.0/0 [1/0] via 10.0.0.0, Virtual-Access3

この show コマンドの出力結果に表示されているとおり、Easy VPN トンネル「ezvpn」に対して、

Virtual-Access2 へつながるスプリット トンネル「192.168.3.0/24」のルートが追加されます。

プライマリ ピアの再アクティブ化：例

デフォルト プライマリ ピアのアクティブ化に関する show コマンドの出力例です。デフォルトのプラ

イマリ ピアは 10.3.3.2 です。

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 6

Tunnel name : ezc
Inside interface list: Loopback0
Outside interface: Ethernet0/0 
Current State: IPSEC_ACTIVE
Primary EzVPN Peer: 10.3.3.2, Last Tried: Dec 30 07:21:23.071
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Last Event: CONN_UP
Address: 10.7.7.1
Mask: 255.255.255.255
DNS Primary: 10.1.1.1
NBMS/WINS Primary: 10.5.254.22
Save Password: Disallowed
Current EzVPN Peer: 10.4.4.2

23:52:44: %CRYPTO-6-EZVPN_CONNECTION_UP(Primary peer):
        User: lab, Group: hw-client-g
        Client_public_addr=10.4.22.103, Server_public_addr=10.4.23.112
        Assigned_client_addr=10.7.7.1

同一アドレス指定のサポート機能の設定：例

次に示すのは、Cisco ルータに対する同一アドレス指定のサポート機能の設定例です。

interface Virtual-Template1 type tunnel
 no ip address
 ip nat outside

!
crypto ipsec client ezvpn easy
 connect manual
 group easy key work4cisco 
 mode network-extension
 peer 10.2.2.2
 virtual-interface 1
 nat allow
 nat acl 100
!
interface Ethernet1/0
 ip address 10.0.0.1 255.255.255.0 
 ip nat outside 
 crypto ipsec client ezvpn easy 
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.0.1.1 255.255.255.0 
 ip nat inside 
!
interface Loopback0
 ip address 10.1.1.1 255.255.255.252 
 ip nat enable
crypto ipsec client ezvpn easy inside
!
ip access-list 100 permit ip 10.0.0.0 0.0.0.255 any
!
ip nat inside source list 100 interface Loopback0 overload 

Easy VPN Client（リモート デバイス）における cTCP：例

設定例およびトラブルシューティングの例については「関連資料」（P.106）の「Cisco Easy VPN 
Remote デバイス上での cTCP」を参照してください。
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Easy VPN サーバの設定例

ここでは、これまでに説明した Cisco Easy VPN Remote コンフィギュレーションをサポートする 
Cisco Easy VPN サーバの基本的な設定例について説明します。これらのサーバを設定する詳しい手順

については、『Easy VPN Server for Cisco IOS Release 12.3(7)T』を参照してください。このマニュアル

は Cisco.com から入手できます。

• 「スプリット トンネリングを使用しない Cisco Easy VPN サーバ：例」（P.100）

• 「スプリット トンネリングを使用する Cisco Easy VPN サーバ コンフィギュレーション：例」（P.101）

• 「Xauth を使用する Cisco Easy VPN サーバ コンフィギュレーション：例」（P.103）

• 「Easy VPN サーバの相互運用性のサポート：例」（P.105）

スプリット トンネリングを使用しない Cisco Easy VPN サーバ：例

次に示すのは、すでに説明した Cisco Easy VPN Remote のネットワーク拡張モードの設定で使用する

宛先ピアのルータとして、Cisco Easy VPN サーバを設定した場合の設定例です。ここでは、他の 
IPsec コンフィギュレーション コマンドに加え、Easy VPN Remote ルータに割り当てられた VPN グ
ループのアトリビュートを定義するための crypto isakmp client configuration group コマンドが使用

されています。そこには、照合キー値（easy vpn remote password）のほか、DNS サーバなど、Easy 
VPN Remote に対する適切なルーティング パラメータが指定されています。

また、ネットワーク拡張モードをサポートするため、ip route コマンドによって、ネットワーク 
172.168.0.0 への受信パケットがケーブル モデム インターフェイスから Cisco Easy VPN Remote へ送

信されます。使用しているネットワークのトポロジによっては、他の ip route コマンドが必要です。

（注） この設定例は Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータに対するものですが、通常は Cisco VPN 3000 コ
ンセントレータや Cisco IOS ルータなど、Easy VPN Server 機能をサポートしているルータが宛先の 
Easy VPN Remote として使用されます。

version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service internal
!
hostname uBR925Server
!
aaa new-model
!
!
aaa authorization network easy vpn remote-groupname local 
aaa session-id common
!
!
clock timezone - 0 6
ip subnet-zero
!
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
!
crypto isakmp policy 1
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp client configuration address-pool local dynpool
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!
crypto isakmp client configuration group easy vpn remote-groupname
 key easy vpn remote-password
 dns 172.16.0.250 172.16.0.251
 wins 172.16.0.252 172.16.0.253
 domain cisco.com
 pool dynpool
!
!
crypto ipsec transform-set transform-1 esp-des esp-sha-hmac 
!
crypto dynamic-map dynmap 1
 set transform-set transform-1
reverse-route

!
!
crypto map dynmap isakmp authorization list easy vpn remote-groupname
crypto map dynmap client configuration address respond
crypto map dynmap 1 ipsec-isakmp dynamic dynmap 
!
!
interface Ethernet0
 ip address 172.16.0.129 255.255.255.128
!
interface cable-modem0
 no cable-modem compliant bridge
 crypto map dynmap
!
interface usb0
 no ip address
 arp timeout 0
!
ip local pool dynpool 172.16.0.65 172.16.0.127 
ip classless
! Add the appropriate ip route commands for network-extension mode 
ip route 172.16.1.0 255.255.255.248 cable-modem0 
no ip http server
no ip http cable-monitor
!
snmp-server manager
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line vty 0 4
!
scheduler max-task-time 5000

スプリット トンネリングを使用する Cisco Easy VPN サーバ コンフィギュレーション：例

次に示すのは、Cisco Easy VPN Remote のスプリット トンネルリングの設定に対応して Cisco Easy 
VPN サーバを設定した場合の設定例です。この設定例は、1 箇所を除いて、「スプリット トンネリング

を使用しない Cisco Easy VPN サーバ：例」に示した設定例と同じものです。異なるのは、crypto 
isakmp client configuration group コマンドにアクセス リスト 150 が指定されている点です。このア

クセス リストを使用することにより、Cisco Easy VPN Remote ではサーバを介して、VPN トンネルに

含まれない別のサブネットへアクセスできるため、IPsec 接続のセキュリティが侵害される危険性は極

めて低くなります。

また、ネットワーク拡張モードをサポートするため、ip route コマンドによって、ネットワーク 
172.168.0.0 への受信パケットがケーブル モデム インターフェイスから Cisco Easy VPN Remote へ送

信されます。使用しているネットワークのトポロジによっては、他の ip route コマンドが必要です。
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（注） この設定例は Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータに対するものですが、通常は VPN 3000 コンセ

ントレータや Cisco IOS ルータなど、Easy VPN Server 機能をサポートしているルータが宛先の Easy 
VPN Remote として使用されます。

version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service internal
!
hostname uBR925Server
!
aaa new-model
!
!
aaa authorization network easy vpn remote-groupname local 
aaa session-id common
!
!
clock timezone - 0 6
ip subnet-zero
!
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
!
crypto isakmp policy 1
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp client configuration address-pool local dynpool
!
crypto isakmp client configuration group easy vpn remote-groupname
 key easy vpn remote-password
 dns 172.16.0.250 172.16.0.251
 wins 172.16.0.252 172.16.0.253
 domain cisco.com
 pool dynpool
 acl 150 
!
!
crypto ipsec transform-set transform-1 esp-des esp-sha-hmac 
!
crypto dynamic-map dynmap 1
 set transform-set transform-1
reverse-route

!
!
crypto map dynmap isakmp authorization list easy vpn remote-groupname
crypto map dynmap client configuration address respond
crypto map dynmap 1 ipsec-isakmp dynamic dynmap 
!
!
interface Ethernet0
 ip address 172.16.0.129 255.255.255.255
!
interface cable-modem0
 no cable-modem compliant bridge
 crypto map dynmap
!
interface usb0
 no ip address
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 arp timeout 0
!
ip local pool dynpool 172.16.0.65 172.16.0.127 
ip classless
! Add the appropriate ip route commands for network-extension mode 
ip route 172.16.1.0 255.255.255.255 cable-modem0 
no ip http server
no ip http cable-monitor
!
access-list 150 permit ip 172.16.0.128 10.0.0.127 any 
snmp-server manager
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line vty 0 4
!
scheduler max-task-time 5000
end

Xauth を使用する Cisco Easy VPN サーバ コンフィギュレーション：例

次に示すのは、Cisco Easy VPN Remote 機能による Xauth をサポートするための Cisco Easy VPN サー

バの設定例です。この設定例は、次のような Xauth をイネーブルにしたり設定するためのコマンドを

除き、「スプリット トンネリングを使用する Cisco Easy VPN サーバ コンフィギュレーション：例」に

示した設定例と同じです。

• aaa authentication login userlist local：ログイン時の認証に使用するローカルなユーザ名および

パスワードを指定します。また、RADIUS サーバを使用するよう指定することもできます。その

場合は、まず aaa authentication login userlist group radius コマンドを実行し、さらに aaa 
group server radius コマンドを使用して RADIUS サーバを指定します。

• crypto isakmp xauth timeout：セッションの認証を行う際、ユーザが適切なユーザ名およびパス

ワードを入力するために与えられる猶予時間を秒単位で指定します。

• crypto map dynmap client authentication list userlist：Xauth をイネーブルにするためのクリプ

ト マップを「dynmap」という名前で作成します。

• username cisco password 7 cisco：「cisco」というユーザ名および「cisco」という暗号化パスワー

ドを持つユーザのエントリを、ローカル ユーザ名データベース内に作成します。このコマンドは、

サーバにアクセスする個々のユーザごとに、繰り返し実行する必要があります。

次のコマンドを使用して Xauth を使用します（これらのコマンドは、Xauth をサポートしない設定にも

使用します）。

• aaa authorization network easy vpn remote-groupname local：「easy vpn remote-groupname」
という名前のグループに属するユーザに対する、あらゆるネットワーク関連のサービス要求の認証

を、ローカル ユーザ名データベースを使用して行う必要があります。

• aaa new-model：ルータにおいて、新しい AAA 認証コマンドが使用されるよう指定します。

• aaa session-id common：AAA セッションに対して一意の共有セッション ID が使用されるよう指

定します。

• crypto map dynmap 1 ipsec-isakmp dynamic dynmap：「dynmap」という名前のクリプト マップ

をポリシー テンプレートとして使用して、IKE が IPsec SA を確立するよう指定します。

• crypto map dynmap client configuration address respond：いずれのピアから送信された要求も

受け入れられるように、IKE ネゴシエーションをイネーブルにします。

• crypto map dynmap isakmp authorization list easy vpn remote-groupname：「easy vpn 
remote-groupname」というグループを使用し、「dynmap」という名前のクリプト マップで IKE 
共有秘密キーを使用するよう設定します。
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ヒント この設定例では、スプリット トンネリング用に設定されたサーバが使用されていますが、Xauth は、

非スプリット トンネリング用に設定されたサーバでも使用できます。

（注） この設定例は Cisco uBR925 ケーブル アクセス ルータに対するものですが、通常は VPN 3000 コンセ

ントレータや Cisco IOS ルータなど、Easy VPN Server 機能をサポートしているルータが宛先の Easy 
VPN サーバとして使用されます。

version 12.2
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
service internal
!
hostname uBR925Server
!
aaa new-model 
!
!
aaa authentication login userlist local 
aaa authorization network easy vpn remote-groupname local 
aaa session-id common
!
username cisco password 7 cisco 
!
!
clock timezone - 0 6
ip subnet-zero
!
ip ssh time-out 120
ip ssh authentication-retries 3
!
crypto isakmp policy 1
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp client configuration address-pool local dynpool
crypto isakmp xauth timeout 60 
!
crypto isakmp client configuration group easy vpn remote-groupname
 key easy vpn remote-password
 dns 172.16.0.250 172.16.0.251
 wins 172.16.0.252 172.16.0.253
 domain cisco.com
 pool dynpool
 acl 150 
!
!
crypto ipsec transform-set transform-1 esp-des esp-sha-hmac 
!
crypto dynamic-map dynmap 1
 set transform-set transform-1
reverse-route

!
!
crypto map dynmap client authentication list userlist 
crypto map dynmap isakmp authorization list easy vpn remote-groupname
crypto map dynmap client configuration address respond
crypto map dynmap 1 ipsec-isakmp dynamic dynmap 
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!!
!
interface Ethernet0
 ip address 172.16.0.129 255.255.255.128
!
interface cable-modem0
 no cable-modem compliant bridge
 crypto map dynmap
!
interface usb0
 no ip address
 arp timeout 0
!
ip local pool dynpool 172.16.0.65 172.16.0.127 
ip classless
ip route 172.16.1.0 255.255.255.248 cable-modem0 
no ip http server
no ip http cable-monitor
!
access-list 150 permit ip 172.16.0.128 0.0.0.127 any 
snmp-server manager
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
line vty 0 4
!
scheduler max-task-time 5000
end

Easy VPN サーバの相互運用性のサポート：例

この機能の詳細については、「その他の参考資料」の「IPsec および VPN の一般情報」（VPN リモート 
アクセスの管理）を参照してください。

その他の参考資料
ここでは、Cisco Easy VPN Remote に関連する参考資料について説明します。
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関連資料

内容 参照先

プラットフォーム別のマニュアル

Cisco 800 シリーズ ルータ • 『Cisco 800 Series Routers』

• 『Cisco 806 Router and SOHO 71 Router Hardware Installation 
Guide』

• 『Cisco 806 Router Software Configuration Guide』 

• 『Cisco 826, 827, 828, 831, 836, and 837 and SOHO 76, 77, 78, 
91, 96, and 97 Routers Software Configuration Guide』

• 『Cisco 826 and SOHO 76 Router Hardware Installation Guide』

• 『Cisco 827 and SOHO 77 Router Hardware Installation Guide』

• 『Cisco 828 and SOHO 78 Router Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco 837 ADSL Broadband Router』

Cisco uBR905 ケーブル アクセス ルータおよび Cisco 
uBR925 ケーブル アクセス ルータ

• 『Cisco uBR925 Cable Access Router Hardware Installation 
Guide』 

• 『Cisco uBR905 Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco uBR905/uBR925 Cable Access Router Software 
Configuration Guide』 

• 『Cisco uBR905 Cable Access Router Subscriber Setup Quick 
Start Card』 

• 『Cisco uBR925 Cable Access Router Subscriber Setup Quick 
Start Card』 

• 『Cisco uBR925 Cable Access Router Quick Start User Guide』 
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http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/806/hardware/installation/guide/806hwins.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/806/software/configuration/guide/806swcg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/820/software/configuration/guide/swg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/820/software/configuration/guide/swg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/826/hardware/installation/guide/hg826ovw.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/827/hardware/installation/guide/827hwins.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/800/828/hardware/installation/guide/828HWG.prn.pdf
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps380/ps4874/index.html
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr925/hig925/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr925/hig925/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr905/hig905/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr925/scg9x5/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr925/scg9x5/index.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr905/905qrc.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr905/905qrc.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr925/925qrc.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr925/925qrc.htm
http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/product/cable/cab_modm/ubr925/u925ug.htm
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Cisco 1700 シリーズ ルータ • 『Cisco 1700 Series Router Software Configuration Guide』 

• 『Cisco 1710 Security Router Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco 1710 Security Router Software Configuration Guide』

• 『Cisco 1711 Security Access Router』

• 『Cisco 1720 Series Router Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco 1721 Access Router Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco 1750 Series Router Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco 1751 Router Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco 1751 Router Software Configuration Guide』 

• 『Cisco 1760 Modular Access Router Hardware Installation 
Guide』 

次の Cisco IOS Release 12.2(4)YA の Cisco IOS リリース ノートも

参照してください。

• 『SOHO 70 and Cisco 800 Series—Release Notes for
Release 12.2(4)YA』 

• 『Release Notes for Cisco uBR905 and Cisco uBR925 Cable 
Access Routers for Cisco IOS Release 12.2 YA』 

• 『Cisco 1700 Series—Release Notes for Release 12.2(4)YA』

Cisco 2600 シリーズ ルータ、Cisco 3600 シリーズ 
ルータ、および Cisco 3700 シリーズ ルータ

• 『Cisco 2600 Series Multiservice Platforms』

• 『Cisco 2600 Series Router Hardware Installation Guide』 

• 『Cisco 3600 Series Multiservice Platforms』

• 『Cisco 3600 Series Hardware Installation Guide』

• 『Cisco 3700 Series Multiservice Access Routers』

• 『Cisco 3700 Series Router Hardware Installation Guide』

• 『Cisco 2600 Series, 3600 Series, and 3700 Series Regulatory 
Compliance and Safety Information』（Cisco.com）

IPsec および VPN に関するマニュアル

802.1x 認証 • 『Configuring Cisco IOS Easy VPN Remote with 802.1X 
Authentication』（ホワイト ペーパー）

• 『VPN Access Control Using 802.1X Local Authentication』

アクセス コントロール リストの設定 • 『IP Access List Overview』

設定情報（追加的な詳細情報） • 『Cisco IOS Security Command Reference』：IPsec 暗号化および

関連するセキュリティ機能の設定に使用される各 Cisco IOS コ
マンドについての参照です。

• 『SSL VPN』：SSL VPN に関する情報が記載されています。

Cisco Easy VPN Remote デバイス上での cTCP • 『EFT Deployment Guide for Cisco Tunnel Control Protocol on 
Cisco EasyVPN』

デッド ピア検出 • 「IPSec Dead Peer Detection Periodic Message Option」

DHCP の設定 • 『Cisco IOS IP Addressing Configuration Guide』の

「Configuring the Cisco IOS DHCP Client」

内容 参照先
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http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1701/software/configuration/guide/1700swcg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1710/hardware/installation/guide/intro.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1710/software/configuration/guide/config.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps221/ps5298/index.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1720/hardware/installation/guide/1720hig.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1721/hardware/installation/guide/1721hig.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1750/hardware/installation/guide/upgrds.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1751/hardware/installation/guide/1751hig.pdf
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1751/software/configuration/guide/1751swg.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1760/hardware/installation/guide/1760hig.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/1700/1760/hardware/installation/guide/1760hig.html
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5012/products_tech_note09186a0080094aac.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/sw/iosswrel/ps5012/products_tech_note09186a0080094aac.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/12_2y/release/notes/9x5122ya.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/12_2y/release/notes/9x5122ya.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/12_2/12_2y/release/notes/rn1700ya.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps259/index.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2600/hardware/installation/guide/2600hig.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps274/index.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/3600/hardware/installation/guide/3600ch1.html
http://www.cisco.com/en/US/products/hw/routers/ps282/index.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/3700/hardware/installation/guide/3700hig.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2600/rcsi/modrcsi2.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/routers/access/2600/rcsi/modrcsi2.html
http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk583/tk372/technologies_white_paper09186a00801fdef9.html
http://www.cisco.com/en/US/technologies/tk583/tk372/technologies_white_paper09186a00801fdef9.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_user_services/configuration/guide/sec_cfg_ieee802_pba.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_data_plane/configuration/guide/sec_access_list_ov.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_ssl_vpn.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6586/ps6635/ps6659/prod_white_paper0900aecd8061e2b3.html
http://www.cisco.com/en/US/prod/collateral/iosswrel/ps6537/ps6586/ps6635/ps6659/prod_white_paper0900aecd8061e2b3.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_ipsec_dead_peer.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/ipaddr/configuration/guide/iad_dhcp_client.html
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デジタル証明書（RSA シグニチャのサポート） • 「Easy VPN Remote RSA Signature Support」

DNS の設定 • 『Configuring DNS on Cisco Routers』

Cisco Easy VPN Remote 機能における Cisco Unity の
クライアント サポートを可能にする Easy VPN Server 
機能

• 「Easy VPN Server」

• 「Cisco Easy VPN」

• 「Configuring NAC with IPsec Dynamic Virtual Tunnel Interface」

暗号化事前共有キー機能 • 「Encrypted Preshared Key」

IPsec および VPN の一般情報 • 『Deploying IPsec』：IPsec 暗号化およびそれに関連する主な概

念について概説されているほか、さまざまな設定例も記載され

ています。また、関連内容に関するマニュアルへのリンクも多

数用意されています。

• 「Configuring Authorization and Revocation of Certificates in a 
PKI」：デジタル証明書という概念や、IPsec ユーザの認証にそ

れらのをどのように使用するのかについて説明されています。

• 「Configuring Authentication Proxy」

• 『An Introduction to IP Security (IPsec) Encryption』：IPsec 暗
号化の設定手順が記載されています。

• 「Configuring VPN Settings」：PIX ファイアウォールを Cisco 
Secure VPN クライアントとして設定する方法が記載されてい

ます。

• 「Configuring Security for VPNs with IPsec」：クリプト マップ

の設定方法が記載されています。

• 「IPSec Virtual Tunnel Interface」：IPsec 仮想トンネル インター

フェイスに関する情報が記載されています。

• Cisco.com にある IP の技術的なヒント

オブジェクト トラッキング • 「Reliable Static Routing Backup Using Object Tracking」

（注） 新機能や新しいプラットフォームが追加されたのに伴って、Cisco.com では、IPsec に関する上記以外のマニュアル

も用意しています。また、Cisco Press からは、IPsec に関する書籍もいくつか出版されています。これらの書籍に

関する詳細については、http://www.ciscopress.com を参照してください。

内容 参照先
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規格

MIB

RFC

規格 タイトル

この機能によってサポートされる新しい規格や変更さ

れた規格はありません。

—

MIB MIB リンク

• CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB：IPsec 
ベースの VPN に関するアトリビュートが記述さ

れています（Internet Engineering Task Force
（IETF; インターネット技術特別調査委員会）の 
IPSec ワーキング グループによるドラフト）。

• CISCO-IPSEC-MIB：IPsec VPN を実装する 
Cisco ルータに関するアトリビュートのうち、シ

スコの実装に特化したアトリビュートが記述され

ています。

• CISCO-IPSEC-POLICY-MAP-MIB：ダイナミッ

クに作成されたデータ構造を、ポリシー、トラン

スフォーム、クリプト マップ、およびそれらを作

成して使用しているその他のデータ構造にマッピ

ングできるよう、

CISCO-IPSEC-FLOW-MONITOR-MIB を拡張し

たものです。

選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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 

RFC タイトル

この機能によってサポートされる新しい RFC や変更

された RFC はありません。

—
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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Easy VPN Remote の機能情報
表 4 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアク

セスできます。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 4 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 4 Easy VPN Remote の機能情報

機能名 リリース 機能情報

Easy VPN Remote 12.2(4)YA
Cisco IOS XE 
Release 2.1 

この機能の Cisco Easy VPN Remote（フェーズ I）が、

Cisco 806、Cisco 826、Cisco 827、および Cisco 828 の各

ルータ、Cisco 1700 シリーズ ルータ、Cisco uBR905 およ

び Cisco uBR925 の各ケーブル アクセス ルータで導入され

ました。

Cisco IOS XE Release 2.1 では、Cisco ASR 1000 シリーズ 
ルータで初めてこの機能がサポートされました。

12.2(13)T Cisco Easy VPN Remote が、Cisco IOS Release 12.2(13)T 
に搭載されました。

12.2(8)YJ この機能の Cisco Easy VPN Remote（フェーズ II）が、

Cisco 806、Cisco 826、Cisco 827、および Cisco 828 の各

ルータ、Cisco 1700 シリーズ ルータ、Cisco uBR905 およ

び Cisco uBR925 の各ケーブル アクセス ルータで導入され

ました。

12.2(15)T Cisco Easy VPN Remote（フェーズ II）が Cisco IOS 
Release 12.2(15)T に搭載されました。また、Cisco 2600 
シリーズ、Cisco 3600 シリーズ、および Cisco 3700 シ
リーズの各ルータが新たにサポートされました。

12.3(2)T IOS 設定機能のタイプ 6 パスワードが追加されました。

12.3(4)T パスワード保存機能および複数ピアのバックアップ機能が

追加されました。

パスワード保存機能の詳細については、次の各項を参照し

てください。

• 「Xauth の使用」（P.10）

• 「パスワード保存機能の設定」（P.41）

• 「パスワード保存機能の設定：例」（P.81）
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12.3(7)T 次の機能が、このリリースで導入されました。

• 「デッド ピア検出定期メッセージ オプション」（P.26）

12.3(7)XR ステートレス フェールオーバーによるデッド ピア検出機

能（Easy VPN によるオブジェクト トラッキング機能）、

バックアップ サーバ リストのローカル設定機能および自

動設定機能、管理用拡張機能、ロードバランシング機能、

VLAN サポート機能、サブネットの複数サポート機能、ト

ラフィックトリガー アクティベーション機能、ポリシーの

プッシュによる完全転送秘密、802.1x 認証、証明書

（PKI）のサポート機能、同一インターフェイスでの Easy 
VPN Remote および Easy VPN サーバのサポート機能、同

一インターフェイスでの Easy VPN Remote およびサイト

ツーサイトのサポート機能が導入されました。

これらの機能に関する詳細については、次の各項を参照し

てください。

• 「802.1x 認証」（P.17）

• 「トラフィックトリガー アクティベーション」（P.18）

• 「バックアップ サーバ リスト ローカル設定」（P.19）

• 「バックアップ サーバ リスト自動設定」（P.19）

• 「VLAN のサポート」（P.23）

• 「同一インターフェイスでの Easy VPN Remote および 
Easy VPN Server のサポート」（P.25）

• 「同一インターフェイスでの Easy VPN Remote および

サイトツーサイトのサポート」（P.25）

• 「ロード バランシング」（P.26）

• 「管理用拡張機能」（P.27）

• 「PFS のサポート」（P.27）

（注） Cisco 800 シリーズ ルータは、Cisco IOS Release 
12.3(7)XR ではサポートされていません。

（注） これらの機能は、Cisco Release 12.3(7)XR2 以外で

は使用できません。

12.3(7)XR2 Cisco IOS Release 12.3(7)XR の機能が Cisco 800 シリーズ 
ルータで導入されました。

12.3(8)YH ダイヤル バックアップ機能、トラフィックトリガー アク

ティベーション機能、および Web ベース アクティベー

ション機能が、Cisco 1812 ルータで導入されました。

これらの機能に関する詳細については、次の各項を参照し

てください。

• 「ダイヤル バックアップ」（P.27）

• 「ダイヤル バックアップの例」（P.82）

表 4 Easy VPN Remote の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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12.3(11)T Cisco IOS Release 12.3(7)XR および 12.3(7)XR2 で初めて

導入された機能のうち、ダイヤル バックアップ機能および

トラフィックトリガー アクティベーション機能を除くすべ

ての機能が、Cisco IOS Release 12.3(11)T に搭載されまし

た。

12.3(14)T ダイヤル バックアップ機能およびトラフィックトリガー 
アクティベーション機能が、Cisco IOS Release 12.3(14)T 
に搭載されました。さらに、Web ベース アクティベーショ

ン機能も、このリリースに搭載されました。

12.3(8)YI ダイヤル バックアップ機能、トラフィックトリガー アク

ティベーション機能、および Web ベース アクティベー

ション機能が、Cisco 1800 シリーズ固定設定ルータで導入

されました。

12.3(8)YI1 ダイヤル バックアップ機能、トラフィックトリガー アク

ティベーション機能、および Web ベース アクティベー

ション機能が、Cisco 870 シリーズルータで導入されまし

た。

12.4(2)T
12.2(33)SXH

バナー、自動アップデート、およびブラウザプロキシの各

拡張機能が、このリリースで追加されました。

これら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。

• 「バナー」（P.35）

12.4(4)T
12.2(33)SXH

デュアル トンネルのサポート機能、設定管理の拡張機能

（モード設定交換による設定 URL のプッシュ機能）、プラ

イマリ ピアの再アクティブ化機能、仮想 IPsec インター

フェイスのサポート機能が、このリリースで追加されまし

た。また、トンネルがダウンした場合にトラフィックをブ

ロックできるよう、flow allow acl コマンドが追加されま

した。

これらの機能に関する詳細については、次の各項を参照し

てください。

• 「仮想 IPsec インターフェイスのサポート」（P.29）

• 「デュアル トンネルのサポート」（P.32）

• 「設定管理の拡張機能（モード設定交換による設定 
URL のプッシュ）」（P.35）

• 「プライマリ ピアの再アクティブ化」（P.35）

• 「トンネルのダウン時におけるトラフィックの制限」

（P.60）

12.2(33)SRA Cisco Easy VPN Remote が、Cisco IOS Release 
12.2(33)SRA に搭載されました。

表 4 Easy VPN Remote の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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用語集
AAA：Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、認可、およびアカウンティング）。

セキュリティ サービスのフレームワークであり、ユーザの身元確認（認証）、リモート アクセス コン

トロール（認可）、課金、監査、およびレポートに使用するセキュリティ サーバ情報の収集と送信（ア

カウンティング）の方式を定めています。

CA：Certificate Authority（CA; 認証局）。ネットワーク内のエンティティであり、メッセージの暗号

化に使用されるセキュリティ クレデンシャルおよび公開キーを（X509v3 証明書という形で）発行しま

す。Public Key Infrastructure（PKI; 公開キー インフラストラクチャ）の一部である CA では、

Registration Authority（RA; 登録局）と連携して、デジタル証明書の要求者から取得した情報を確認し

ます。RA が要求者の情報を確認すると、CA から証明書が発行されます。証明書には通常、オーナー

の公開キー、証明書の有効期限、名前、および公開キーのオーナーに関する情報が記述されています。

CRWS：Cisco Router Web Setup ツール。さまざまな Web インターフェイス機能を備えたツールです。

cTCP：Cisco Tunneling Control Protocol（cTCP; シスコ トンネリング制御プロトコル）。リモート デ
バイス（クライアント）およびヘッドエンド デバイス上で cTCP がイネーブルになっている場合、IKE 
および ESP（プロトコル 50）のトラフィックを TCP ヘッダーでカプセル化し、クライアントとヘッド

エンド デバイスの間に配置されたファイアウォールを通過できる（TCP トラフィックと見なされる）

ようにします。

DPD：Dead Peer Detection（DPD; デッド ピア検出）。ルータの IKE ピアに関する稼動状況を定期的に

照会する機能です。

DSLAM：Digital Subscriber Line Access Multiplexer（DSLAM; デジタル加入者線アクセス マルチプ

レクサ）。DSL トラフィックを 1 つまたは複数のネットワーク トランク ラインに多重化して、1 つの

ネットワークに複数のデジタル加入者線を接続するデバイスです。

12.4(11)T 次の機能が、このリリースで導入されました。

• 同一アドレス指定のサポート

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。

– 「同一アドレス指定のサポート」（P.36）

12.4(20)T 次の機能が、このリリースに追加されました。

• Easy VPN Client におけるシスコ トンネリング制御プ

ロトコル（cTCP）のサポート

この機能に関する詳細については、次の各項を参照し

てください。

– 「Easy VPN Client におけるシスコ トンネリング制

御プロトコル（cTCP）のサポート」（P.37）

– 「Easy VPN Client における cTCP の設定」（P.59）

– 「Easy VPN Client（リモート デバイス）における 
cTCP：例」（P.99）

crypto ctcp および ctcp port は、この機能のために導入ま

たは変更されたコマンドです。

表 4 Easy VPN Remote の機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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IKE：Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）。IP Security（IPsec; IP セ
キュリティ）標準とともに使用されるキー管理プロトコル標準です。IPsec は、IP パケットに対して強

力な認証や暗号化を実現する IP セキュリティ機能です。IPsec の設定には必ずしも IKE は必要ありま

せんが、IKE では、IPsec 標準に対する新機能が追加されているほか、設定をより柔軟かつ容易に行え

るよう、IPsec のサポートが強化されています。IKE は、Oakley キー交換や Skeme キー交換を 
Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP; インターネット セキュリティ 
アソシエーションおよびキー管理プロトコル）フレームワーク内部に実装したハイブリッド プロトコ

ルです。ISAKMP、Oakley、および Skeme は、IKE により実装されるセキュリティ プロトコルです。

IPsec：IP Security Protocol（IPsec; IP セキュリティ プロトコル）。オープン規格のフレームワークで

あり、関与するピア間におけるデータの機密保持、データ整合性、データ認証を実現します。IPsec で
は、これらのセキュリティ サービスが IP レイヤで実現されます。IPsec では、ローカル ポリシーに基

づいたプロトコルやアルゴリズムのネゴシエーションの処理や、IPsec に使用される暗号キーや認証

キーの生成が、IKE を通じて行われます。IPsec は、1 組のホスト間、1 組のセキュリティ ゲートウェ

イ間、またはセキュリティ ゲートウェイとホスト間で 1 つ以上のデータ フローを保護するために使用

できます。

MIB：Management Information Base（MIB; 管理情報ベース）。ネットワーク管理情報のデータベース

です。これらの情報は、Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロト

コル）や Common Management Information Protocol（CMIP; 共通管理情報プロトコル）などのネット

ワーク管理プロトコルにより使用および保持されます。MIB オブジェクトの値は、SNMP コマンドま

たは CMIP コマンドを使用して変更および取得できます。これらのコマンドは通常、GUI の Network 
Management System（NMS; ネットワーク管理システム）から実行します。MIB オブジェクトはツ

リー構造であり、ツリーにはパブリック（標準）ブランチとプライベート（独自）ブランチを含みま

す。

QoS：Quality of Service。目的のネットワーク トラフィックに優れたサービスを提供できるかという、

ネットワークの性能を指す用語です。フレーム リレー、Asynchronous Transfer Mode（ATM; 非同期

転送モード）、イーサネットなどのさまざまなテクノロジーや、そうしたテクノロジーを基盤とした 
802.1 ネットワーク、SONET、IP ルーティング ネットワークなどを駆使して実現します。

RADIUS：Remote Authentication Dial-In User Service。不正アクセスからネットワークを保護する分

散型クライアント /サーバ システムです。RADIUS クライアントは Cisco ルータ上で稼動し、ユーザ

認証およびネットワーク サービス アクセスに関するすべての情報を保持する中央の RADIUS サーバへ

認証要求を送信します。

SA：Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）。データ フローに適用されるセキュ

リティ ポリシーおよびキー関連情報のインスタンスです。SA は、IKE と IPsec の双方で使用されます

が、各 SA は互いに独立しています。IPsec SA は単方向通信であり、セキュリティ プロトコルごとに

一意です。IKE SA は、IPsec SA とは異なって双方向通信であり、使用されるのは IKE に限られます。

SA のネゴシエーションおよび確立は、IPsec ではなく IKE によって行われます。また、IPsec SA は
ユーザが手動で確立できます。

保護されたデータ パイプに対しては、各プロトコルおよび各通信方向ごとに 1 組の SA が必要です。た

とえば、ピア間で Encapsulating Security Payload（ESP; カプセル化セキュリティ ペイロード）をサ

ポートするパイプに対しては、それぞれの通信方向ごとに 1 つの ESP SA が必要です。SA は、宛先

（IPsec エンドポイント）のアドレス、セキュリティ プロトコル（AH または ESP）、および Security 
Parameter Index（SPI; セキュリティ パラメータ インデックス）によって一意に識別されます。

SDM：Security Device Manager（SDM; セキュリティ デバイス マネージャ）。VPN トンネルの接続や

接続解除を行えるほか、拡張認証（Xauth）用の Web インターフェイスも備えている Web インター

フェイス マネージャです。

SNMP：Simple Network Management Protocol（SNMP; 簡易ネットワーク管理プロトコル）。アプリ

ケーション レイヤ プロトコルであり、SNMP マネージャと SNMP エージェントとの通信に使用される

メッセージ形式を規定します。
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VPN：Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）。ネットワーク間のト

ラフィックをすべて暗号化することにより、パブリック TCP/IP ネットワーク経由でも IP トラフィッ

クをセキュアに転送できます。VPN では、トンネルを介して、すべての情報が IP レベルで暗号化され

ます。

アグレッシブ モード：2 つ以上の IPsec ピアの間で Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー 
エクスチェンジ）認証のネゴシエーションを実行する際、いくつかのプロセスを省略したモード。アグ

レッシブ モードは、メイン モードに比べ、動作速度は速くなりますが、セキュリティ性能は劣ります。

事前共有キー：IKE に従って認証を行う共有の秘密キー。

トラップ：重要なイベントを知らせるためのメッセージです。指定された重大な状況が発生したり、し

きい値を超過した場合、SNMP エージェントから、ネットワーク管理システム、コンソール、または

端末へ送信されます。

認可：リモート アクセス コントロールの方式。各サービスのワンタイム認証またはワンタイム認可、

ユーザ単位のアカウント リストおよびプロファイル、ユーザ グループのサポート機能、IP、IPX、

ARA、および Telnet のサポート機能などです。AAA 認可は、ユーザが認可された操作を示す一連の

アトリビュートを組み合せて実行します。これらのアトリビュートを、データベースに格納されている

ユーザ情報と照合します。その結果から AAA は、そのユーザが実際に実行できる操作およびできない

操作を決定します。このデータベースは、アクセス サーバまたはアクセス ルータ上にローカルに配置

できます。また、RADIUS セキュリティ サーバや TACACS+ セキュリティ サーバをリモートでホスト

にできます。RADIUS や TACACS+ などのリモート セキュリティ サーバでは、権限が定義されたアト

リビュート値（AV）のペアを、対象のユーザに関連付けることで、ユーザに対して特定の権限を認可

します。認可の方式はすべて、AAA を通じて定義する必要があります。

ピア：IPsec および IKE のエンドポイントとして関与するルータまたはデバイス。

メイン モード：2 つ以上の IPsec ピアが IKE 認証のネゴシエーションを行う際に、 高レベルのセ

キュリティを確保するためのモード。メイン モードでは、アグレッシブ モードに比べて、処理時間が

長くなります。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスは、実際のアドレスを示すものではありません。マニュアル内の例、コマンド出力、および

図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際のアドレスが使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、

偶然の一致によるものです。

Copyright © 2002–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2002–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.
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Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能は、Easy VPN Remote デバイス上で Rivest, Shamir 
and Adleman（RSA）シグニチャをサポートするためのものです。このサポートは、リモート デバイ

スの内部または外部に保存できる RSA 証明書を介して実現されます。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機

能の詳細」（P.6）を参照してください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォーム、および Cisco ソフトウェア イメージの各

サポート情報を検索できます。Cisco Feature Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアク

セスします。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

この章の構成
• 「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能を使用するための前提条件」（P.2）

• 「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能を使用するための制約事項」（P.2）

• 「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能について」（P.2）

• 「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の設定方法」（P.2）

• 「その他の参考資料」（P.3）

• 「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の詳細」（P.6）

http://www.cisco.com/go/cfn
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  Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能を使用するための前提条件
Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能を使用
するための前提条件

• Cisco Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）リモート デバイス

が用意されていること、およびそのデバイスの設定方法を十分理解していること

• この相互運用性機能の設定を行う前に、ネットワークで Certification Authority（CA; 認証局）が

使用可能になっていること。この CA で、シスコシステムズの Public Key Infrastructure（PKI; 公
開キー インフラストラクチャ）プロトコルである Simple Certificate Enrollment Protocol（SCEP）

（旧 Certificate Enrollment Protoco（CEP））がサポートされていること

• IP Security（IPSec; IP セキュリティ）と PKI、および RSA キー ペアと CA の設定方法について十

分な知識があること

Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能を使用
するための制約事項

• この機能を設定するには、ご使用のネットワークにおいて IPsec および Internet Key Exchange
（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）の両方が設定されていることが必要です。

• Easy VPN では、RSA シグニチャと事前共有キーの認証を同時にサポートすることはできませ。

ルータは、RSA シグニチャで認証された Easy VPN トンネルまたは事前共有キーで認証された 
Easy VPN トンネルを 1 つ以上使用することができます。ただし、常に、同じ認証方式を使用する

トンネルのみがアップされます。

• Cisco IOS ソフトウェアでは、長さが 2048 ビットを超える CA サーバ公開キーはサポートされて

いません。

Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能につい
て

• 「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の概要」（P.2）

Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の概要

Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能を使用すると、Easy VPN Remote デバイスに対し

て RSA シグニチャを設定できます。これらのシグニチャは、リモート デバイスの内部または外部に保

存できます。

Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の設定
方法

• 「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の設定」（P.3）
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  その他の参考資料
Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の設定

RSA シグニチャをイネーブルにするためには、Easy VPN Remote を設定してその設定内容を発信イン

ターフェイスに割り当てる際に、group コマンドを省略する必要があります。グループとして使用され

るのは、先頭にある [Organizational Unit] フィールドの内容です。Cisco Easy VPN リモート デバイス

の詳しい設定方法については、「Cisco Easy VPN Remote」の章を参照してください。

Easy VPN Remote RSA シグニチャ サポートのトラブルシューティング

Easy VPN Remote で使用する RSA シグニチャの設定についてのトラブルシューティングを行う場合

は、次のような debug コマンドを使用します。これらの debug コマンドは、個別に使用できるため、

実行順序も任意で構いません。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto ipsec client ezvpn

3. debug crypto isakmp

手順の詳細

その他の参考資料

関連資料

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto ipsec client ezvpn

例：
Router# debug crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote の設定に関連のある VPN トンネルにつ

いての情報を表示します。

ステップ 3 debug crypto isakmp

例：
Router# debug crypto isakmp

IKE イベントに関するメッセージを表示します。

内容 参照先

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

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

IPsec VPN のインターネット キー エクスチェンジの

設定

「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」
3

http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_key_exch_ipsec.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_easy_vpn_rem.html
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  その他の参考資料
規格

MIB

RFC

RSA キーの導入 「Deploying RSA Keys Within a PKI」

CA • 「Easy VPN Server」

• 「Cisco IOS PKI Overview: Understanding and Planning a PKI」

• 「Deploying RSA Keys Within a PKI」

• 「Configuring Certificate Enrollment for a PKI」

Cisco Easy VPN Remote デバイスの設定 「Cisco Easy VPN Remote」

規格 タイトル

なし —

MIB MIB リンク

なし 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

機能セットの 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

RFC タイトル

なし —

内容 参照先
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_deploy_RSA_piki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_easy_vpn_srvr.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_pki_overview.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_deploy_RSA_piki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_cert_enroll_pki.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_easy_vpn_rem.html
http://www.cisco.com/go/mibs
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  その他の参考資料
シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html
5
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Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機
能の詳細

表 1 に、この章に記載されている機能および具体的な設定情報へのリンクを示します。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、ソフトウェア イメージがサポートする特

定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確認できます。Cisco Feature 
Navigator には、http://www.cisco.com/go/cfn からアクセスします。Cisco.com のアカウントは必要あ

りません。

（注） 表 1 には、一連のソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入されたソフトウェア リリー

スだけが記載されています。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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
The use of the word partner does not imply a partnership relationship between Cisco and any other company. (1005R)

このマニュアルで使用している IP アドレスおよび電話番号は、実際のアドレスおよび電話番号を示すものではありません。マニュアル

内の例、コマンド出力、ネットワーク トポロジ図、およびその他の図は、説明のみを目的として使用されています。説明の中に実際の

アドレスおよび電話番号が使用されていたとしても、それは意図的なものではなく、偶然の一致によるものです。

© 2004–2010 Cisco Systems, Inc. 
All rights reserved.

Copyright © 2004–2011, シスコシステムズ合同会社 .
All rights reserved.

表 1 Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の詳細

機能名 リリース 機能情報

Easy VPN Remote RSA シグニチャ サポート 12.3(7)T1
12.2(33)SRA
12.2(33)SXH

Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能は、

Easy VPN Remote デバイス上で Rivest, Shamir, and 
Adleman（RSA）シグニチャをサポートするためのもので

す。このサポートは、リモート デバイスの内部または外部

に保存できる RSA 証明書を介して実現されます。

この機能に関する詳細については、次の各項を参照してく

ださい。

• 「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の

概要」（P.2）

• 「Easy VPN Remote RSA シグニチャのサポート機能の

設定」（P.3）

次のコマンドが導入または変更されました。debug crypto 
ipsec client ezvpn、debug crypto isakmp
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Easy VPN サーバ

Easy VPN サーバ機能を使用すると、リモート エンド ユーザは、IP Security（IPsec; IP セキュリティ）

を使用した Cisco IOS Virtual Private Network（VPN; バーチャル プライベート ネットワーク）ゲート

ウェイとの通信を行えます。また、一元管理された IPsec ポリシーがサーバからクライアント デバイ

スへ「プッシュ」されることにより、エンド ユーザが行うべき設定は 小限に抑えられます。

機能情報の入手
ご使用のソフトウェア リリースでは、この章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。 新の機能情報と注意事項については、ご使用のプラットフォームとソフトウェア リリー

スに対応したリリース ノートを参照してください。この章に記載されている機能の詳細、および各機能

がサポートされているリリースのリストについては、「Easy VPN サーバの機能情報」（P.77）を参照して

ください。

プラットフォームのサポートと Cisco IOS および Catalyst OS 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 には、

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアクセスしてください。Cisco.com のアカウント

は必要ありません。

この章の構成
• 「Easy VPN サーバの制約事項」（P.2）

• 「Easy VPN サーバについて」（P.3）

• 「Easy VPN サーバの設定方法」（P.20）

• 「Easy VPN サーバの設定例」（P.56）

• 「その他の参考資料」（P.74）

• 「Easy VPN サーバの機能情報」（P.77）

• 「用語集」（P.80）

http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp
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サポートされていないプロトコル

表 1 は、現在 Cisco VPN クライアントでサポートされていない IPsec プロトコルのオプションおよび

アトリビュートをまとめたものです。Cisco VPN クライアント用のルータ上では、これらのオプショ

ンおよびアトリビュートを設定しないでください。

Cisco Secure VPN Client 1.x の制約事項

この機能と Cisco Secure VPN Client 1.x を併用する場合には、次のような制約事項があります。

• Dead Peer Detection（DPD; デッド ピア検出）などのキープアライブ方式は使用できません。

• 初期コンタクトは使用できません。

この機能では、IP アドレスなどのグループ単位アトリビュート ポリシー プロファイル、および DNS 
は使用できません。そのためカスタマーは、IP アドレスの割り当て、Windows Internet Naming 
Service（WINS; Windows インターネット ネーミング サービス）、DNS、および事前共有キーに対し、

これまでどおり既存のグローバル定義パラメータを使用する必要があります。

マルチキャスト NAT およびスタティック NAT
マルチキャスト NAT およびスタティック NAT は、Dynamic Virtual Tunnel Interface（DVTI; ダイナ

ミック仮想トンネル インターフェイス）が使用される Easy VPN サーバに限りサポートされています。

仮想 IPsec インターフェイスの制約事項

仮想 IPsec インターフェイス サポート機能は、Cisco VPN Client ソフトウェアのバージョン 4.x 以降、お

よび仮想インターフェイスを使用するよう設定された Easy VPN Remote デバイスに限って使用できます。

cTCP の制約事項

• Cisco Tunnel Control Protocol（cTCP; シスコ トンネリング制御プロトコル）用に使用されている

ポートは、他のアプリケーションでは使用できません。

• cTCP は、 大 10 個のポート上で同時使用できます。

• cTCP は、Cisco IOS Easy VPN サーバ上に限りサポートされます。

• cTCP 接続が設定されたポート上では、cTCP をディセーブルにはできません。ディセーブルにす

ると、既存の接続にトラフィックが受け入れられなくなります。

• 現在、Easy VPN サーバ上では、cTCP のハイ アベイラビリティはサポートされていません。

DHCP を使用するユニバーサル クライアント モード

• Easy VPN サーバ機能では、DHCP を使用するユニバーサル クライアント モードはサポートされ

ません。

表 1 サポートされていない IPsec プロトコルのオプションとアトリビュート

オプション アトリビュート

認証タイプ 公開キー暗号による認証

デジタルシグニチャ規格（DSS）

デフィーヘルマン（D-H）グループ 1

IPsec プロトコル識別子 IPSEC_AH

IPsec プロトコル モード トランスポート モード

その他 手動キー

完全転送秘密（PFS）
2
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Easy VPN サーバについて
Easy VPN サーバの拡張機能を使用するためには、あらかじめ次の事柄を理解しておく必要があります。

• 「機能のしくみ」（P.3）

• 「グループ プロファイルの RADIUS サポート」（P.4）

• 「ユーザ プロファイルの RADIUS サポート」（P.7）

• 「サポートされているプロトコル」（P.8）

• 「Easy VPN サーバでサポートされている機能」（P.9）

機能のしくみ

クライアントにより Cisco IOS VPN デバイスとの接続が開始されると、ピア間では「カンバセーショ

ン」が行われます。この「カンバセーション」では、まず Internet Key Exchange（IKE; インターネッ

ト キー エクスチェンジ）を介したデバイス認証が行われ、続いて IKE eXtended Authentication
（Xauth; 拡張認証）によるユーザ認証、モード設定を使用した VPN ポリシーのプッシュ、および IPsec 
Security Association（SA; セキュリティ アソシエーション）の作成が行われます。このプロセスの概

要は次のとおりです。

• 認証に事前共有キーが使用される場合、クライアントでは Agressive Mode（AM; アグレッシブ 
モード）で IKE フェーズ 1 が開始されます。デジタル証明書が使用される場合は、Main Mode

（MM; メイン モード）が開始されます。クライアントの認証に事前共有キーが使用される場合は、

その設定 GUI（ID_KEY_ID）に入力されたグループ名に基づいて、このクライアントに関連付け

られたグループ プロファイルが識別されます。デジタル証明書が使用される場合は、

Distinguished Name（DN; 認定者名）の Organizational Unit（OU; 組織ユニット）フィールドに

基づいて、グループ プロファイルが識別されます。

（注） クライアントが事前共有キー認証用に設定されている場合は、IKE AM が開始されるため、管

理者には、crypto isakmp identity hostname コマンドを使用して Cisco IOS VPN デバイスの

アイデンティティを変更することを推奨します。これにより、IKE MM での証明書認証が影響

を受けることはありません。

• クライアントにより、そのパブリック IP アドレスと Cisco IOS VPN デバイスのパブリック IP ア
ドレスとの間で IKE SA の確立が試行されます。クライアントにおける手動設定を軽減するため、

認証方式と D-H グループ サイズに加え、暗号化アルゴリズムとハッシュ アルゴリズムのあらゆる

組み合せが提示されます。

• Cisco IOS VPN デバイスでは、その IKE ポリシーの設定に基づいて、フェーズ 1 のネゴシエー

ションを続行するうえで使用可能なプロポーザルが決定されます。

ヒント IKE ポリシーは、Cisco IOS VPN デバイスに対してグローバルであり、複数のプロポーザルで構成で

きます。プロポーザルが複数ある場合、Cisco IOS VPN デバイスでは、 初に適合したプロポーザル

が使用されます。そのため、リストの先頭には常に、 もセキュアなポリシーを配置することを推奨し

ます。

（注） この時点で、デバイス認証が終了し、ユーザ認証が開始されます。
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• Cisco IOS VPN デバイスが Xauth 用に設定されている場合、IKE SA が正常に確立されると、クラ

イアントは「ユーザ名 /パスワード」のチャレンジを待ち、ピアからのチャレンジがあった時点で

それに応答します。入力された情報は、RADIUS や TACACS+ などの AAA プロトコルを使用し

て認証エンティティと照合されます。AAA プロキシを介してトークン カードを使用することもで

きます。Xauth の実行中には、RADIUS を使用してユーザのクレデンシャルが確認されれば、そ

のユーザに固有のアトリビュートを取得することも可能です。

（注） リモート クライアントの処理用に設定された VPN デバイスは常に、ユーザ認証が実行さ

れるように設定しておくことを推奨します。

• Cisco IOS VPN デバイスにより、認証が正常に行われたことが通知されると、クライアントでは、

ピアに対してさらなる設定パラメータを要求します。それ以外のシステム パラメータ（IP アドレ

ス アトリビュート、DNS アトリビュート、スプリット トンネル アトリビュートなど）は、この時

点でモード設定を使用してクライアントへプッシュされます。

（注） IP アドレス プールおよびグループの事前共有キー（RSA シグニチャが使用されていない場合）

は、グループ プロファイル内で唯一の必須パラメータであり、その他のパラメータはオプショ

ンです。

• モード設定を通じて各クライアントに内部 IP アドレスが割り当てられた後には、Cisco IOS VPN 
デバイスに対し適切な VPN トンネルを経由してパケットをルーティングする方法を指定すること

が重要になります。Reverse Route Injection（RRI; 逆ルート注入）を使用すると、Cisco IOS VPN 
クライアント上では、必ずクライアント内部の IP アドレスごとにスタティック ルートが作成され

ます。

（注） ルーティング情報の配信にすでに使用されている Generic Routing Encapsulation（GRE）トン

ネルに対してクリプト マップが適用されていなければ、VPN クライアントをサポートするた

めにも、クリプト マップ（スタティックまたはダイナミック）に対しては Reverse Route 
Injection（RRI; 逆ルート注入）をイネーブルにすることを推奨します。

• 設定パラメータがクライアントにより正常に取得されると、IKE クイック モードが開始され、

IPsec SA の確立のネゴシエーションが行われます。

• IPsec SA が作成されると、接続は完了します。

グループ プロファイルの RADIUS サポート

グループ ポリシー情報はプロファイルに保存されます。プロファイルは、ルータの設定、または Cisco 
IOS VPN デバイスからアクセスできる RADIUS サーバで、ローカルに定義できます。RADIUS が使

用されている場合は、そのサーバへのアクセス権を設定し、Cisco IOS VPN デバイスからサーバへ要

求を送信できるようにする必要があります。

RADIUS 用にグループ ポリシー アトリビュートを定義するためには、RADIUS サーバ上で次の作業を

行う必要があります。

• クライアントの GUI で定義したグループ名と同じ名前を持つユーザを定義します。たとえば、

ユーザがグループ名「sales」を使用して Cisco IOS VPN デバイスに接続する場合、「sales」とい

う名前を持つユーザが必要です。このユーザのパスワードは「cisco」です。これは、ルータにお

いて RADIUS 用に使用される特別な識別名です。このユーザ名は、適切なポリシーが定義された

グループのメンバーである必要があります。便宜上、グループ名とユーザ名は同じにすることを推

奨します。
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Cisco Secure Access Control Server（ACS）の場合 

Cisco ACS を使用している場合は、このサーバ上でリモート アクセス VPN グループ プロファイルを
設定できます。この作業を実行するためには、図 1 に表示されているグループの設定に対して Internet 
Engineering Task Force（IETF; インターネット技術特別調査委員会）RADIUS アトリビュートが選択
されていることが必要です（この図に表示されているのは、リモート アクセス VPN グループに対する
必須アトリビュートです）。これらのアトリビュートは、Tunnel-Password アトリビュート以外はすべ
て、値を入力する必要があります。Tunnel-Password アトリビュートの値は、IKE プロポーザルの事前
共有キーになるもので、デジタル証明書を使用する場合は省略可能です。

図 1 グループの設定に対する IETF RADIUS アトリビュートの選択

モード設定を通じてリモート クライアントにプッシュされるグループ ポリシーには、図 1 に表示され

ている必須アトリビュート以外にも、さまざまな値を入力できます。図 2 は、グループ ポリシーの例

です。addr-pool、key-exchange=preshared-key、および key-exchange=ike 以外のアトリビュートはす

べてオプションです。これらのアトリビュートの値は、ポリシーを（RADIUS サーバではなく）ルー

タ上でローカルに定義する場合に使用される設定の値と同じものです（これらの値に関する詳細につい

ては、このマニュアルの「モード設定プッシュに使用するグループ ポリシー情報の定義」を参照して

ください）。
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図 2 Cisco Secure ACS グループ ポリシーの設定
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グループ ポリシーの作成後、グループのメンバーであるユーザを追加する必要があります（すでに説

明したように、定義されたユーザ名は、リモート クライアント上で定義されたグループ名にマッピン

グされます。また、RADIUS データベースでそのユーザ名に対して定義されたパスワードは「cisco」
である必要があります）。IKE 認証にデジタル証明書を使用する場合、ユーザ名は、リモート クライア

ントにより提示される証明書の OU フィールドの値と一致している必要があります。

その他すべての RADIUS サーバの場合

RADIUS サーバではアトリビュート値（AV）のペアを定義できることが必要です（具体例について

は、このマニュアルの「Easy VPN サーバ における Cisco IOS の設定：例」を参照してください）。

（注） デジタル証明書が使用されている場合、RADIUS で定義されたユーザ名は、クライアントの証

明書に設定されている DN の OU フィールドの値に一致する必要があります。

ユーザ プロファイルの RADIUS サポート

アトリビュートは、ユーザ単位で適用することもできます。その場合、グループ アトリビュートに優

先して個々のユーザ アトリビュートを適用できます。これらのアトリビュートは、Xauth によるユー

ザ認証の実行時に取得されます。取得されたアトリビュートは、モード設定中にグループ アトリ

ビュートと組み合せて適用されます。

ユーザベースのアトリビュートは、ユーザ認証に RADIUS が使用されている場合に限って使用できます。

RADIUS 用にユーザ ポリシー アトリビュートを定義するためには、RADIUS サーバ上で次の作業を行

う必要があります。

• ユーザを定義するか、または RADIUS データベースにあるユーザの既存のプロファイルにアトリ

ビュートを追加します。このユーザのパスワードは、Xauth によるユーザ認証の際に使用されます。

ただし、トークン カード サーバなどのサードパーティ製サーバにプロキシすることもできます。

図 3 は、ユーザ認証を行う場合や、クライアントへプッシュできる Framed-IP-Address アトリビュー

トを割り当てる場合の、Cisco Secure ACS の使用方法を示したものです。このアトリビュートが存在

する場合、そのユーザが属するグループに対して定義されているローカル アドレス プールは無効とな

ります。
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図 3 Cisco Secure ACS ユーザ プロファイルの設定

その他すべての RADIUS サーバの場合

RADIUS サーバでは AV のペアを定義できることが必要です（具体例については、このマニュアルの

「Easy VPN サーバ における Cisco IOS の設定：例」を参照してください）。

サポートされているプロトコル

表 2 は、この機能の設定用にサポートされている IPsec プロトコルのオプションおよびアトリビュート

をまとめたものです（サポートされていないオプションおよびアトリビュートについては、表 1 を参

照してください）。

表 2 サポートされている IPsec プロトコルのオプションとアトリビュート

オプション アトリビュート

認証アルゴリズム • ハッシュ メッセージ認証コード - メッセージ 
ダイジェスト 5（HMAC-MD5）

• HMAC - Secure Hash Algorithm 1
（HMAC-SHA1）

認証タイプ • 事前共有キー

• RSA デジタル シグニチャ
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Easy VPN サーバでサポートされている機能

• 「モード設定バージョン 6 のサポート」（P.10）

• 「Xauth バージョン 6 のサポート」（P.10）

• 「IKE DPD」（P.10）

• 「スプリット トンネルリングの制御」（P.10）

• 「初期コンタクト」（P.10）

• 「グループベース ポリシーの制御」（P.11）

• 「ユーザベース ポリシーの制御」（P.11）

• 「VPN グループ アクセスに対するセッションのモニタリング」（P.13）

• 「サーバにおける仮想 IPsec インターフェイスのサポート」（P.13）

• 「仮想トンネル インターフェイスのユーザ単位アトリビュートのサポート」（P.14）

• 「バナー、自動アップデート、およびブラウザ プロキシ」（P.14）

• 「設定管理の拡張機能」（P.14）

• 「PKI によるユーザ単位 AAA ポリシー ダウンロード」（P.15）

• 「Easy VPN サーバに対するユーザ単位アトリビュートのサポート」（P.15）

• 「Syslog メッセージの強化」（P.16）

• 「Easy VPN に対するネットワーク アドミッション コントロールのサポート」（P.17）

• 「中央ポリシー プッシュ ファイアウォール ポリシー プッシュ」（P.18）

• 「パスワード エージング」（P.19）

• 「スプリット DNS」（P.19）

• 「cTCP」（P.19）

• 「AAA サーバによる VRF の割り当て」（P.20）

D-H グループ • 2

• 5

暗号化アルゴリズム（IKE） • データ暗号規格（DES）

• トリプル データ暗号規格（3DES）

暗号化アルゴリズム（IPsec） • DES

• 3DES

• NULL

IPsec プロトコル識別子 • カプセル化セキュリティ ペイロード（ESP）

• LZS IP 圧縮（IPCOMP-LZS）

IPsec プロトコル モード トンネル モード

表 2 サポートされている IPsec プロトコルのオプションとアトリビュート （続き）

オプション アトリビュート
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モード設定バージョン 6 のサポート

モード設定バージョン 6 は現在、より多くのアトリビュートでサポートされています（IETF ドラフト

の提案による）。

Xauth バージョン 6 のサポート

Cisco IOS では新たに、Xauth バージョン 6 がサポートされています。ユーザ認証に使用する Xauth 
は、IETF ドラフトの提案によるものです。

IKE DPD

クライアントには、新しいキープアライブ方式である IKE DPD が実装されています。

DPD を使用すると、VPN 接続のライフタイム中に、一方の IPsec ピアから他方のピアが動作している

かどうかを検知できます。DPD は、ホストが再起動した場合や、VPN 接続が失われたことをピアに通

知することなくリモート ユーザのダイヤルアップ リンクが接続解除された場合に有用な機能です。

IPsec ホストでは、VPN 接続が失われたことを検知すると、それをユーザに通知したり、別の IPsec ホ
ストへスイッチを試みたり、すでに存在しないピアに割り当てられている重要なリソースをクリーン 
アップしたりできます。

Cisco IOS VPN デバイスは、DPD メッセージの送信や返信が行われるよう設定できます。DPD メッ

セージは、VPN トンネルを通過中のトラフィックが他に存在しない場合に送信されます。インバウン

ド データを 後に受信した時点から、設定されている時間が経過すると、DPD では、ピアへ向けたア

ウトバウンド IPsec データの次回送信時に、メッセージ（「DPD R-U-THERE」）が送信されます。

DPD メッセージは、単方向のメッセージで、Cisco VPN クライアントにより自動的に送信されます。

DPD は、クライアントの稼動状態を特定するためにルータから VPN クライアントへ DPD メッセージ

を送信する必要がある場合に限り、ルータ上で設定する必要があります。

スプリット トンネルリングの制御

リモート クライアントでは、スプリット トンネリングを使用できます。スプリット トンネリングによ

り、クライアントはイントラネットとインターネットへ同時にアクセスできます。スプリット トンネ

リングが設定されていない場合、クライアントからは、インターネットへのトラフィックを含め、すべ

てのトラフィックがトンネルを経由して送信されます。

初期コンタクト

クライアントの接続が突然解除された場合、ゲートウェイに通知されないことがあります。このような

場合、そのクライアントに関する接続情報（IKE および IPsec SA）は、すぐには削除されません。そ

のため、クライアントがゲートウェイに再接続しようとしても、以前の接続情報がまだ有効であるた

め、ゲートウェイではその接続を拒否します。

こうした状況を回避するため、初期コンタクトという新機能が導入されました。この機能は、すべての 
Cisco VPN 製品でサポートされています。クライアント ルータがシスコの別のゲートウェイへ初めて

接続しようとすると、初期コンタクト メッセージが送信されます。このメッセージは、受信側に対し

て、新しいピアを接続するために、保持されている以前の接続情報を廃棄するよう伝えるためのもので

す。SA の同期化に問題がある場合でも、初期コンタクトを使用すれば、接続の試行が拒否されること

はありません。SA の同期化の問題は通常、不適切な Security Parameter Index（SPI; セキュリティ パ
ラメータ インデックス）メッセージにより特定でき、それが発生した場合、デバイスでは接続をクリ

アする必要があります。
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グループベース ポリシーの制御

IP アドレス、DNS、スプリット トンネル アクセスなどのポリシー アトリビュートは、グループ単位ま

たはユーザ単位で指定できます。

ユーザベース ポリシーの制御

アトリビュートは、ユーザ単位で適用することもできます。個々のユーザ アトリビュートの値は、グ

ループ アトリビュートの値に優先して適用できます。これらのアトリビュートは、Xauth によるユー

ザ認証の実行時に取得されます。これらのアトリビュートは、モード設定中にグループ アトリビュー

トと組み合せて適用されます。

Cisco IOS Release 12.3(4)T 以降では、ユーザの認証後であれば、アトリビュートをユーザ単位で適用

できます。これらのアトリビュートは、それぞれに対応するグループ アトリビュートに優先して適用

できます。ユーザベース アトリビュートは、データベースとして RADIUS が使用されている場合に

限って使用できます。

Framed-IP-Address

Cisco Secure for NT 用の Framed-IP-Address アトリビュートを選択する場合は、[user profile] から、

[addressing] の [use this IP address] オプションを選択し、アドレスを手動で入力します（フレーム IP 
アドレスの設定方法は、RADIUS サーバにより異なります。適切な手順については、ご使用の 
RADIUS サーバで確認してください）。

（注） フレーム IP アドレスが存在し、かつそのユーザが属するグループに対してローカル プール アドレスが

設定されている場合は、ローカル プールの設定に優先してフレーム IP アドレスが使用されます。

DHCP クライアント プロキシ

Easy VPN サーバでは現在、リモート デバイスに IP アドレスを割り当てる方法として、ルータ上で設

定されたローカル プールと、RADIUS で定義されたフレーム IP アドレス アトリビュートのどちらか

が使用されます。Cisco IOS Release 12.4(9)T では、DHCP クライアント プロキシ機能により、DHCP 
サーバから IP アドレスが取得されるように Easy VPN サーバを設定できるようになっています。この 
IP アドレスは、モード設定によりリモート デバイスへプッシュされます。

（注） ただし DHCP クライアント プロキシには、DHCP サーバからリモート クライアントへ、DNS、WINS 
サーバ、またはドメイン名をプッシュするための機能はありません。

DHCP クライアント プロキシの設定方法については、「DHCP サーバから IP アドレスを取得するため

の Easy VPN サーバの設定」を参照してください。

DHCP クライアント プロキシの特長

• DHCP クライアント プロキシは、DNS サーバと DHCP サーバが連動している場合に Dynamic 
Domain Name System（DDNS; ダイナミック ドメイン ネーム システム）を作成するための機能を

備えています。

• ユーザは必ずしも、IP アドレス プールに限定されません。
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User-Save-Password

グループに関する説明の中で述べたように、User-Save-Password アトリビュートは、それに対応する

グループ アトリビュート（Save-Password）に追加する形で取得できますが、もし取得されれば、グ

ループで使用される値に優先して適用されます。

次に示すのは、User-Save-Password アトリビュートに対する RADIUS の AV のペアの出力例です。

ipsec:user-save-password=1

User-Include-Local-LAN

グループに関する説明の中で述べたように、User-Include-Local-LAN アトリビュートは、それに対応

するグループ アトリビュート（Include-Local-LAN）に追加する形で取得できますが、もし取得され

れば、グループで使用される値に優先して適用されます。

次に示すのは、User-Include-Local LAN アトリビュートに対する RADIUS の AV のペアの出力例です。

ipsec:user-include-local-lan=1

User-VPN-Group

User-VPN-Group アトリビュートは、「Group-Lock」 アトリビュートの代わりに使用されます。

User-VPN-Group アトリビュートを使用すると、事前共有キー認証メカニズムと、証明書などの RSA 
シグニチャ認証メカニズムをどちらもサポートできます。

ユーザが接続しようとしているグループが実際にそのユーザが属するグループであるかどうかを確認す

る必要がある場合は、User-VPN-Group アトリビュートを使用します。このアトリビュートの値は、

ユーザが属するグループ名を表した文字列で、その値は管理者が設定します。ユーザが属するグループ

は、事前共有キーのグループ名（ID_KEY_ID）に指定された VPN グループ、または証明書の OU 
フィールドに指定された VPN グループと照合されます。グループが一致しない場合、クライアント接

続は終了します。

この機能は、RADIUS AAA を使用している場合に限り有効です。ローカル Xauth 認証では、現在も 
Group-Lock アトリビュートを使用する必要があります。

次に示すのは、Use-VPN-Group アトリビュートに対する RADIUS の AV のペアの出力例です。

ipsec:user-vpn-group=cisco

Group-Lock

RADIUS AAA またはローカル AAA で事前共有キーを使用している（証明書などの RSA シグニチャ

認証メカニズムを使用していない）場合は、これまでどおり Group-Lock アトリビュートを使用できま

す。ただし、RADIUS で事前共有キーを使用している（証明書などの RSA シグニチャ認証メカニズム

を使用していない）場合に限っては、これまでどおり Group-Lock アトリビュートを使用できるほか、

新たに導入された 「User-VPN-Group」 アトリビュートを使用することもできます。

機能のしくみ

Cisco IOS 12.2(13)T に導入されたグループ ロック機能を使用すると、Xauth の実行時に追加的な認証

チェックを実行できます。この機能がイネーブルの場合、ユーザは Xauth による認証の際に、ユーザ

名、グループ名、およびユーザ パスワードを入力する必要があります。ユーザ名およびグループ名は、

「ユーザ名 /グループ名」、「ユーザ名 \グループ名」、「ユーザ名%グループ名」、「ユーザ名 グループ名」 
のいずれの形式でも入力できます。Xauth 実行時に入力されたグループ名は、サーバにより、事前共有

キーでのデバイス認証用に送信されたグループ名と照合されます。それらのグループ名が一致しない場

合は、サーバにより接続が拒否されます。この機能をイネーブルにする場合は、グループに対して 
group-lock コマンドを使用します。
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Cisco IOS ソフトウェアでは、Xauth 用のユーザ名から「@グループ名」の部分が削除されることはあ

りません。そのため、フェーズ 1（マシン グループ認証）で選択した ISAKMP プロファイルにより指

定されているローカル AAA データベースまたは外部 AAA データベースには、ユーザ名が「ユーザ名

@グループ名」という形で保存されている必要があります。

注意 証明書などの RAS シグニチャ認証メカニズムを使用している場合は、Group-Lock アトリビュート

を使用せず、「User-VPN-Group」 アトリビュートを使用してください。外部 AAA データベースを

使用している場合は（認証方式として事前共有キーと RSA シグニチャのどちらを使用しているか

にかかわらず）、User-VPN-Group アトリビュートを使用することを推奨します。

VPN グループ アクセスに対するセッションのモニタリング

一部の RADIUS サーバが備えている機能にならって、特定のサーバ グループに対する接続の 大数

や、そのグループに属するユーザの同時ログイン数を制限できます。各 VPN グループにユーザ定義の

しきい値が指定されている場合、接続拒否を解除するためには、対象となる値をそれらのしきい値未満

にする必要があります。

Cisco Secure ACS など、このセッション制御機能を備えた RADIUS サーバを使用する場合は、その機

能をイネーブルにすることを推奨します。これにより、多数のサーバの使用状況を、1 つの中央リポジ

トリで制御できます。ルータそのものに対してこの機能をイネーブルにしている場合は、そのルータ上

のグループへの接続だけがモニタリングされます。負荷分散型のシナリオに関する詳しい説明は省略し

ます。

Command-Line Interface（CLI; コマンドライン インターフェイス）からセッションのモニタリングを

設定する場合は、crypto isakmp client configuration group コマンド、max-users サブコマンド、お

よび max-logins サブコマンドを使用します。

次に示すのは、関連するグループに追加された RADIUS の AV ペアの出力例です。

ipsec:max-users=1000
ipsec:max-logins=1

サーバにおける仮想 IPsec インターフェイスのサポート

サーバにおける仮想 IPsec インターフェイスのサポート機能により、インターネットやさまざまな 
Easy VPN コンセントレータ（サーバ）に対して、トラフィックを選択的に送信できます。

12.4(4)T よりも前の Cisco IOS リリースでは、トンネルの状態がアップ状態からダウン状態またはそ

の逆に遷移した時点で、モード設定中にプッシュされたアトリビュートを解析し、それを適用する必要

がありました。また、これらのアトリビュートにより設定内容がインターフェイスに適用されると、既

存の設定内容は上書きされていました。

仮想 IPsec インターフェイスのサポート機能を使用すると、トンネルがアップ状態での設定内容を個々

のインターフェイスに適用できるため、トンネルのアップ時に個々の機能を別々に適用することが容易

になります。トンネルへ送出されるトラフィックに適用される機能と、トンネルを経由しないトラ

フィック（スプリット トンネルのトラフィックや、トンネルがダウン状態のときにデバイスから送出

されたトラフィックなど）に適用される機能は区別できます。Easy VPN のネゴシエーションが完了す

ると、仮想アクセス インターフェイスの回線プロトコルは、アップ状態に変更されます。SA の失効ま

たは削除により Easy VPN トンネルがダウンすると、仮想アクセス インターフェイスの回線プロトコ

ルは、ダウン状態に変更されます。

（注） この機能では、マルチキャストはサポートされていません。
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この機能の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Cisco Easy VPN Remote」の章を参照してください（この機能は、Easy VPN Remote デバイス上で設

定されます）。

IPsec 仮想トンネル インターフェイス機能の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration 
Guide: Secure Connectivity』の「IPsec Virtual Tunnel Interface」の章を参照してください。

仮想トンネル インターフェイスのユーザ単位アトリビュートのサポート

Cisco IOS Release 12.4(9)T では、仮想トンネル インターフェイスにより、Easy VPN サーバに対して

ユーザ単位のアトリビュートがサポートされています。

この機能の詳細については、『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の「IPsec 
Virtual Tunnel Interface」の章を参照してください。

バナー、自動アップデート、およびブラウザ プロキシ

次に説明する機能により、Cisco Easy VPN Remote デバイスを管理するうえで有効なアトリビュート

がサポートされます。

バナー

Easy VPN Remote デバイスへバナーがプッシュされるように、Easy VPN サーバを設定できます。バ

ナーは、Web ベース アクティベーション機能に必要となるものです。バナーは、Easy VPN トンネル

をアップした時点で、Easy VPN Remote コンソール上に（Web ベース アクティベーションを使用して

いる場合は HTML ページとして）表示されます。

自動アップデート

Easy VPN Remote デバイス上のソフトウェアおよびファームウェアが自動でアップグレードされるよ

うに Easy VPN サーバを設定できます。

ブラウザ プロキシ

Easy VPN Remote デバイスから社内ネットワーク上のリソースにアクセスできるよう、Easy VPN 
サーバを設定できます。この機能を使用すると、ユーザは、Cisco IOS VPN クライアントを使用して

社内ネットワークに接続する際に、自身が使用する Web ブラウザのプロキシ設定を手動で修正したり、

あるいは接続を解除する際に、プロキシ設定を手動で元に戻したりする必要がなくなります。

設定管理の拡張機能

モード設定交換によるコンフィギュレーション URL のプッシュ

リモート デバイスから社内ゲートウェイに接続して IPsec VPN トンネルを作成する場合、VPN トンネ

ルがアクティブになりリモート デバイスが社内 VPN の一部になった時点で、そのリモート デバイス

には何らかのポリシーおよび設定情報を適用する必要があります。

モード設定交換によるコンフィギュレーション URL のプッシュ機能では、コンセントレータ（サー

バ）から Cisco IOS Easy VPN Remote デバイスへ URL をプッシュするための mode-configuration ア
トリビュートを使用できます。この URL には、リモート デバイスがダウンロードして実行コンフィ

ギュレーションに適用すべき設定情報と、Cisco IOS CLI 一覧が含まれています（Cisco IOS CLI 一覧

の詳細については、configuration url コマンドに関する Cisco IOS のマニュアルを参照してくださ

い）。この機能に使用する CLI は、コンセントレータ上で設定されます。
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デフォルトでは、リモート デバイスにプッシュされる設定は、永続的に保持されます。つまり、この

設定は、IPsec トンネルがアップした時点で適用されますが、IPsec トンネルがダウンしても削除され

ません。ただし、トンネルの接続が解除された場合に設定の一部を元に戻すなど、設定の中で本来変更

可能な部分を書き換えることは可能です。

コンフィギュレーション配信サーバの物理的な設置場所に制限はありません。ただし、設定を取得する

際は Secure HTTP（HTTPS）などのセキュア プロトコルを使用することを推奨します。コンフィギュ

レーション サーバは、社内ネットワーク内に設置できます。この場合、転送は IPsec トンネルを経由

して行われるため、非セキュア アクセス プロトコル（HTTP）が使用できます。

リモート デバイスでは、下位互換性を考慮して、CONFIGURATION-URL アトリビュートおよび 
CONFIGURATION-VERSION アトリビュートの要求が行われます。CONFIGURATION-URL アトリ

ビュートおよび CONFIGURATION-VERSION アトリビュートは、必須アトリビュートではないため、

サーバにより送信されるのは、それらがグループに対して設定されている場合に限ります。設定のプッ

シュに対して事前に定められた制限はありませんが、ブートストラップの設定（IP アドレスなど）は、

Easy VPN トンネルの設定に必要であるため、送信できません。また、CONFIGURATION-URL は、

Easy VPN トンネルがアップした後に限り、有効となります。

Easy VPN Remote デバイスにより設定が取得されると

Easy VPN Remote デバイスでは、設定の取得後、新たに導入された ISAKMP 通知が Easy VPN サーバ

へ送信されます。この通知には、クライアント（リモート デバイス）に関するいくつかの管理情報

メッセージが含まれています。Easy VPN サーバでは、この情報を受け取ると、次の 2 つの処理が実行

されます。

• ピア データベースにその情報がキャッシュされます。この情報は、show crypto isakmp peer 
config コマンドを使用すると表示できます。このコマンドによる出力には、クライアント（リモー

ト デバイス）によって送信されたすべての管理情報が表示されます。

• アカウンティングがイネーブルの場合は、Easy VPN サーバからアカウンティング RADIUS サー

バへ、リモート デバイスに関する管理情報メッセージが記録されたアカウンティング アップデー

ト レコードが送信されます。このアカウンティング アップデートは、後で RADIUS サーバのアカ

ウンティング ログで使用できます。

この機能の設定方法

この機能の設定に使用されるコマンド、CONFIGURATION-URL アトリビュート、および 
CONFIGURATION-VERSION アトリビュートについては、crypto isakmp client configuration 
group コマンドに関するマニュアルを参照してください。

PKI によるユーザ単位 AAA ポリシー ダウンロード

PKI によるユーザ単位 AAA ポリシー ダウンロードのサポート機能を使用すると、ユーザ アトリ

ビュートを AAA サーバから取得し、モード設定を介してリモート デバイスへプッシュできます。アト

リビュートを取得する際に使用するユーザ名は、リモート デバイスの証明書から取得されます。

Easy VPN サーバに対するユーザ単位アトリビュートのサポート

Easy VPN サーバに対するユーザ単位アトリビュートのサポート機能により、ユーザは、Easy VPN 
サーバ上でユーザ単位のアトリビュートを使用できます。これらのアトリビュートは、仮想アクセス 
インターフェイスに適用されます。
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ローカル Easy VPN AAA サーバ

ローカル Easy VPN AAA サーバの場合、ユーザ単位のアトリビュートは、CLI を使用して、グループ 
レベルまたはユーザ レベルで適用できます。

ローカル Easy VPN サーバに対してユーザ単位のアトリビュートを設定する方法については、「ローカ

ル Easy VPN AAA サーバにおけるユーザ単位アトリビュートの設定」を参照してください。

リモート Easy VPN AAA サーバ

リモート Easy VPN AAA サーバ上では、次の例のようにして AV のペアを定義できます。

cisco-avpair = “ip:outacl#101=permit tcp any any established

ユーザ単位アトリビュート

次のユーザ単位アトリビュートは、現在 AAA サーバで定義されており、IPsec に適用できます。

• inacl

• interface-config

• outacl

• route

• rte-fltr-in

• rte-fltr-out

• sub-policy-In

• sub-policy-Out

• policy-route

• prefix

Syslog メッセージの強化

Cisco IOS Release 12.4(4)T では、Easy VPN 用として、いくつかの syslog メッセージが新たに追加さ

れました。これらの syslog メッセージは、ご使用のサーバ上で CLI からイネーブルにできます。

syslog メッセージのフォーマットは次のとおりです。

timestamp: %CRYPTO-6-VPN_TUNNEL_STATUS: (Server)  <event message>  User=<username>  
Group=<groupname>  Client_public_addr=<ip_addr> Server_public_addr=<ip addr>

認証通過イベントに対する syslog メッセージは次のように表示されます。

Jul 25 23:33:06.847: %CRYPTO-6-VPN_TUNNEL_STATUS: (Server) Authentication PASS
ED User=blue Group=Cisco1760group Client_public_addr=10.20.20.1 
Server_public_addr=10.20.20.2 

このうち、認可に関係するメッセージは 3 種類あり（「 大ユーザ数」、「 大ログイン数」、および「グ

ループが存在しない」）、いずれもグループ名だけを対象にしたフォーマットで出力されます。グループ

名だけが出力の対象となる理由は、認可チェックが実行されてからモード設定が行われるまでには、か

なりの時間差があるためです。つまり、認可チェックの時点で、ピア情報はまだ取得されていないた

め、出力できないことになります。次に示すのは、「グループが存在しない」ことを伝えるメッセージ

の出力例です。

*Jun 30 18:02:58.107: %CRYPTO-6-VPN_TUNNEL_STATUS: Group: group_1 does not exist
16



Easy VPN サーバ

  Easy VPN サーバについて
サポートされている Easy VPN syslog メッセージ

ezvpn_connection_up および ezvpn_connection_down はどちらも、すでに旧リリースの syslog メッ

セージでサポートされています。Cisco IOS Release 12.4(4)T では、syslog メッセージが強化されてい

ます。フォーマットは従来と同じですが、新たにいくつかの syslog メッセージが追加されています。

追加された syslog メッセージは次のとおりです。

• 認証を通過

• 認証を却下

– グループ ロックがイネーブル化

– ユーザ名またはパスワードが不正

– 大ユーザ数を超過 / 大ログイン数を超過

– 大再試行 回数を超過

• 認証に失敗（AAA に接続不可）

• IP プールが存在しない /プール内に使用可能なフリー IP アドレスが存在しない

• ACL が Ezvpn ポリシーに割り当てられているが定義されていない（したがってスプリット トンネ

リングは使用不可）

• パスワードの保護機能が有効

• クライアントにより送信されているファイアウォール レコードが不正（不正なベンダー /製品 /機
能）

• 認証を却下

– 着信インターフェイスでのアクセスを制限

– グループが存在しない

Easy VPN に対するネットワーク アドミッション コントロールのサポート

ネットワーク アドミッション コントロールは、PC クライアントに LAN への接続を許可すべきかどう

かを判断する手段として、Cisco IOS Release 12.3(8)T に導入された機能です。ネットワーク アドミッ

ション コントロールでは、Extensible Authentication Protocol over UDP（EAPoUDP）を介して、PC 
上の Cisco Trust Agent にクエリーを発行し、クライアントが稼動状態であれば PC からネットワーク

へのアクセスを許可します。サーバ上にさまざまなポリシーを適用することで、ウイルスに感染した 
PC からのアクセスを拒否したり制限したりできます。

Cisco IOS Release 12.4(4)T では現在、ネットワーク アドミッション コントロールを使用して、リモー

ト PC クライアントのステータスをモニタリングすることもできます。Easy VPN トンネルがアップし、

PC からのトラフィック送信が開始されると、そのトラフィックは Easy VPN サーバにより代行受信さ

れ、ポスチャ検証プロセスが開始されます。ポスチャ検証プロセスは、Easy VPN トンネルを介した 
EAPoUDP 要求の送信と、Cisco Trust Agent に対するクエリーの発行の 2 つのプロセスで構成されま

す。認証サーバは、IPsec Aggregator の後に配置された信頼できるネットワーク内部で設定されます。

ネットワーク アドミッション コントロールがイネーブルになっている Easy VPN サーバの設定例につ

いては、「ネットワーク アドミッション コントロール：例」（P.66） の出力結果を参照してください。
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中央ポリシー プッシュ ファイアウォール ポリシー プッシュ

Easy VPN サーバでは、Central Policy Push（CPP; 中央ポリシー プッシュ）ファイアウォール ポリ

シー プッシュがサポートされています。この機能を使用すると、管理者は、Cisco Easy VPN（ソフト

ウェア）クライアントおよび関連するファイアウォール ソフトウェアに対してセキュリティ ポリシー

をプッシュできます。

スプリット トンネルを使用すると、社内ネットワークへのアクセスは可能になりますが、その一方で

リモート デバイスがインターネット経由の攻撃にさらされることにもなります。CPP ファイアウォー

ル ポリシー機能を使用すれば、リモート デバイスにファイアウォールが設定されていない場合でも、

トンネルを許可するか拒否するかをサーバで判断できるため、リモート デバイスが攻撃にさらされる

可能性は低くなります。

サポートされているファイアウォールのタイプは次のとおりです。

• Cisco-Integrated-firewall（central-policy-push）

• Cisco-Security-Agent（check-presence）

• Zonelabs-Zonealarm（both）

• Zonelabs-ZonealarmPro（both）

サーバでは、check-presence オプションを使用してクライアント（リモート デバイス）上にファイア

ウォールが存在するかどうかをチェックできるほか、central-policy-push を使用して、クライアントに

より適用される必要があるファイアウォール ポリシーの内容を具体的に指定することもできます。

（注） この機能で使用される policy check-presence コマンド（policy コマンドと check-presence キーワー

ドの組み合せ）は、12.4(6)T よりも前の Cisco IOS リリースでサポートされていた firewall 
are-u-there コマンドに代わるものです。ただし、下位互換性を維持するため、firewall are-u-there コ
マンドは引き続きサポートされています。

この機能をイネーブルにする方法については、「ローカル AAA サーバによる CPP ファイアウォール ポ
リシー プッシュの定義」および「設定されたグループに対する CPP ファイアウォール ポリシー プッ

シュの適用」を参照してください。

Syslog Support for CPP ファイアウォール ポリシー プッシュに対する syslog のサポート

syslog のサポート機能をイネーブルにする場合は、ご使用のルータ上で crypto logging ezvpn コマン

ドを使用します。CPP syslog メッセージは、次のようなエラー状況が発生した場合に出力されます。

• グループの設定で（firewall policy コマンドを使用して）ポリシーが設定されているものの、それ

と同じ名前のグローバル ポリシーが（crypto isakmp client firewall コマンドを使用して）定義さ

れていない場合。このときに出力される syslog メッセージは次のとおりです。

Policy enabled on group configuration but not defined

トンネルの確立プロセスは（ファイアウォールを使用して）通常どおり行われます。

• 不正なファイアウォール要求（ベンダー /製品 /機能の不正要求）を受け取った場合。このときに

出力される syslog メッセージは次のとおりです。

Incorrect firewall record received from client

• Cisco VPN クライアントと Cisco VPN サーバとの間でポリシーが一致しない場合。このときに出

力される syslog メッセージは次のとおりです。

CPP policy mismatch between client and headend
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パスワード エージング

12.4(6)T よりも前の Cisco IOS リリースでは、ユーザ名およびパスワードが Easy VPN Remote デバイ

ス（クライアント）から Easy VPN サーバへ送信され、そこからさらに AAA サブシステムへ送信され

ます。AAA サブシステムでは、RADIUS サーバへの認証要求が生成されます。パスワードが失効して

いる場合は、RADIUS サーバにより認証失敗の応答が行われますが、失敗の理由は、AAA サブシステ

ムには返送されません。そのためユーザは、認証の失敗によりアクセスを拒否されますが、認証失敗の

理由がパスワードの失効だとわかりませんでした。

Cisco IOS Release 12.4(6)T では、パスワード エージング機能を設定しておけば、パスワードが失効し

た時点で、そのことが Easy VPN クライアントに通知され、新しいパスワードを入力するようプロンプ

トが表示されます。パスワード エージングの設定方法については、「パスワード エージングの設定」を

参照してください。

パスワード エージングに関する詳細については、「その他の参考資料」の「関連資料」にある「パス

ワード エージング」を参照してください。

スプリット DNS

Cisco IOS Release 12.4(9)T では、Easy VPN サーバ上でスプリット DNS 機能を使用できます。この機

能を使用すると、Easy VPN ハードウェア クライアントでは、プライマリ DNS およびセカンダリ DNS 
の値を使用して DNS クエリーを解決できます。これらの値は、Easy VPN サーバから Easy VPN 
Remote デバイスへプッシュされます。ご使用のサーバ上でこの機能を設定する場合は、split-dns コマ

ンドを使用します（「モード設定プッシュに使用するグループ ポリシー情報の定義」を参照してくださ

い）。このコマンドを設定すると、ポリシー グループに split-dns アトリビュートが追加されます。この

アトリビュートには、設定したドメイン名のリストが含まれています。その他の名前はすべて、パブ

リック DNS サーバを使用して解決されます。

スプリット DNS の設定方法については、次の URL にある「Configuring Split and Dynamic DNS on 
the Cisco VPN 3000」を参照してください。

http://www.cisco.com/warp/public/471/dns_split_dynam.pdf

cTCP

cTCP 機能は、Easy VPN Remote デバイスが稼動している環境において、標準 IPsec が機能しない場合

や、既存のファイアウォール ルールを修正しなければ標準 IPsec が透過的に機能しない場合などに使

用されます。こうした状況に該当するのは、次のような環境です。

• ルータにより NAT または PAT が実行されている小規模オフィスや自宅オフィスなどの環境

• ルータの背後で PAT により生成された IP アドレスが割り当てられている比較的規模の大きな環境

（企業など）

• 非 NAT ファイアウォール（パケット フィルタリングまたはステートフル）が使用されている環境

• プロキシ サーバが使用されている環境

ヘッドエンドの設定済み cTCP ポートで cTCP 接続が許可されるように、ファイアウォールを設定する

必要があります。この設定は、Easy VPN サーバ上でイネーブルにします。ファイアウォールが設定さ

れていない場合、cTCP トラフィックは許可されません。

（注） cTCP トラフィックは、実質的には TCP トラフィックです。cTCP パケットは、TCP を介して転送さ

れる IKE パケットまたは Encapsulating Security Payload（ESP; カプセル化セキュリティ ペイロード）

パケットです。
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cTCP サーバでは、確立された cTCP セッションを介して受信したクライアントのデータが、3 KB に
達すると、クライアントに gratuitous ACK メッセージが送信されます。クライアントでも、同様の処

理が実行されます。デフォルトでは、cTCP サーバと cTCP クライアントの間の NAT セッションや

ファイアウォール セッションを有効な状態に維持するために gratuitous ACK メッセージが送信されま

す。送信される gratuitous ACK メッセージのデータ サイズは設定できません。

クライアントまたはサーバから高速でデータが送信される場合、クライアントまたはサーバからキープ

アライブが送信されても、セッションを有効な状態に維持できません。

単方向のトラフィックによって大量のデータが転送される場合は、cTCP サーバから ACK メッセージ 
を送信することで、NAT セッションやファイアウォール セッションがパケットを廃棄しないことが保

証されます。また、データを受信するデバイスからの受信応答も保証されます。

AAA サーバによる VRF の割り当て

VRF を Easy VPN ユーザに割り当てるには、次のアトリビュートを AAA サーバ上でイネーブルにす

る必要があります。

Cisco-avpair “ip:interface-config=ip vrf forwarding example1”
Cisco-avpair “ip:interface-config=ip unnumbered loopback10”

Easy VPN サーバの設定方法
ここでは、次の手順について説明します。

• 「AAA を介したポリシー ルックアップのイネーブル化」（P.21）（必須）

• 「モード設定プッシュに使用するグループ ポリシー情報の定義」（P.22）（必須）

• 「VPN セッション モニタリングのイネーブル化」（P.26）（任意）

• 「VPN セッションの確認」（P.27）（任意）

• 「モード設定および Xauth の適用」（P.28）（必須）

• 「クライアントに対する RRI のイネーブル化」（P.29）（任意）

• 「IKE デッド ピア検証のイネーブル化」（P.30）（任意）

• 「RADIUS サーバ サポートの設定」（P.31）（任意）

• 「Easy VPN サーバの確認」（P.31）（任意）

• 「バナーの設定」（P.32）（任意）

• 「自動アップグレードの設定」（P.33）（任意）

• 「ブラウザ プロキシの設定」（P.34）（任意）

• 「モード設定交換によるコンフィギュレーション URL のプッシュの設定」（P.35）（任意）

• 「PKI によるユーザ単位 AAA ダウンロードの設定：クリプト PKI トラストポイントの設定」

（P.36）（任意）

• 「PKI による実際のユーザ単位 AAA ダウンロードの設定」（P.37）（任意）

• 「ローカル Easy VPN AAA サーバにおけるユーザ単位アトリビュートの設定」（P.40）

• 「ローカル Easy VPN AAA サーバにおけるユーザ単位アトリビュートの設定」（P.40）（任意）

• 「ローカル AAA サーバによる CPP ファイアウォール ポリシー プッシュの定義」（P.42）（任意）

• 「設定されたグループに対する CPP ファイアウォール ポリシー プッシュの適用」（P.44）（任意）

• 「リモート AAA サーバによる CPP ファイアウォール ポリシー プッシュの定義」（P.44）（任意）
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• 「グループ定義への VSA cpp-policy の追加」（P.45）（任意）

• 「CPP ファイアウォール ポリシー プッシュの確認」（P.45）（任意）

• 「パスワード エージングの設定」（P.46）（任意）

• 「スプリット DNS の設定」（P.47）（任意）

• 「スプリット DNS の確認」（P.48）（任意）

• 「スプリット DNS のモニタおよびメンテナンス」（P.49）（任意）

• 「DHCP サーバから IP アドレスを取得するための Easy VPN サーバの設定」（P.50）（任意）

• 「DHCP クライアント プロキシの確認」（P.51）（任意）

• 「DHCP クライアント プロキシのモニタおよびメンテナンス」（P.52）（任意）

• 「cTCP の設定」（P.53）（任意）

• 「cTCP の確認」（P.53）（任意）

• 「cTCP の設定のモニタおよびメンテナンス」（P.54）（任意）

• 「cTCP の設定に関するトラブルシューティング」（P.55）（任意）

AAA を介したポリシー ルックアップのイネーブル化

AAA を介してポリシー ルックアップをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. aaa new-model

4. aaa authentication password-prompt text-string

5. aaa authentication username prompt text-string

6. aaa authentication login [list-name method1] [method2...]

7. aaa authorization network list-name local group radius

8. username name password encryption-type encrypted-password

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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モード設定プッシュに使用するグループ ポリシー情報の定義

ユーザが所属できるグループは接続ごとに 1 つだけですが、さまざまなポリシー要件に応じて、ユーザ

が所属しうるグループを複数指定できます。そのためユーザは、VPN デバイス上のクライアント プロ

ファイルを変更すれば、別のグループ ID を使用してクライアントに接続できます。モード設定を介し

てクライアントにプッシュされるポリシー アトリビュートを定義するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

ステップ 3 aaa new-model

例：
Router(config)# aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

ステップ 4 aaa authentication password-prompt 
text-string

例：
Router(config)# aaa authentication 
password-prompt "Enter your password 
now:" 

（任意）ユーザがパスワードを入力するようプロンプトに指示を

求められた際、表示するテキストを変更します。

ステップ 5 aaa authentication username-prompt 
text-string

例：
Router(config)# aaa authentication 
username-prompt "Enter your name here:"

（任意）ユーザがユーザ名を入力するようプロンプトに指示を求

められた際、表示するテキストを変更します。

ステップ 6 aaa authentication login [list-name 
method1] [method2...]

例：
Router(config)# aaa authentication login 
userlist local group radius

ログイン時の AAA 認証を設定します。

• ローカル サーバと RADIUS サーバは併用できます。ただ

し、アクセスは一方から順に試行されます。

（注） Xauth を実行する場合は、このコマンドをイネーブルに

する必要があります。

ステップ 7 aaa authorization network list-name 
local group radius

例：
Router(config)# aaa authorization 
network grouplist local group radius

グループ ポリシー ルックアップをイネーブルにします。

• ローカル サーバと RADIUS サーバは併用できます。ただ

し、アクセスは一方から順に試行されます。

ステップ 8 username name password encryption-type 
encrypted-password

例：
Router(config)# username server_r 
password 7 121F0A18

（任意）RADIUS も TACACS+ も使用されていない場合に、

Xauth のローカル ユーザを定義します。

（注） このコマンドは、外部の検証リポジトリを使用しない場

合にだけ使用してください。

コマンド 目的
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3. crypto isakmp client configuration group {group-name | default}

4. key name

5. dns primary-server secondary-server

6. wins primary-server secondary-server

7. domain name

8. pool name

9. netmask name

10. acl number

11. access-restrict {interface-name}

12. policy check-presence

または

firewall are-u-there 

13. group-Lock

14. include-local-lan

15. save-password

16. backup-gateway

17. pfs

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp client configuration group 
{group-name | default}

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration group group1

定義されるグループのポリシー プロファイルを指定し、ISAKMP 
グループ コンフィギュレーション モードを開始します。

• 該当するグループがなく、デフォルト グループが定義され

ている場合、ユーザにはデフォルト グループのポリシーが

自動的に適用されます。

ステップ 4 key name

例：
Router(config-isakmp-group)# key group1

グループ ポリシー アトリビュートの定義に使用する IKE 事前共

有キーを指定します。

（注） クライアントの認証に事前共有キーが使用される場合は、

このコマンドをイネーブルにする必要があります。
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ステップ 5 dns primary-server secondary-server

例：
Router(config-isakmp-group)# dns 
10.2.2.2 10.3.3.3

（任意）グループに対して、プライマリ DNS サーバおよびセカ

ンダリ DNS サーバを指定します。

ステップ 6 wins primary-server secondary-server

例：
Router(config-isakmp-group)# wins 
10.10.10.10 10.12.12.12

（任意）グループに対して、プライマリ WINS サーバおよびセカ

ンダリ WINS サーバを指定します。

ステップ 7 domain name

例：
Router(config-isakmp-group)# domain 
domain.com

（任意）グループが属する DNS ドメインを指定します。

ステップ 8 pool name

例：
Router(config-isakmp-group)# pool green

ローカル プール アドレスを定義します。

• 各ユーザはプール名を少なくとも 1 つ指定する必要がありま

すが、グループ ポリシーごとに、別途プールを指定するこ

ともできます。

（注） このコマンドは、必ず定義したうえで、有効な IP ローカ

ル プール アドレスを参照する必要があります。それが行

われていないと、クライアント接続は失敗します。

ステップ 9 netmask name

例：
Router(config-isakmp-group)# netmask 
255.255.255.255

（任意）ローカル接続用にサブネット マスクがクライアントにダ

ウンロードされるよう指定します。

（注） 一部の VPN クライアントでは、それぞれのアドレス ク
ラスに対してデフォルトのマスクが使用されます。ただ

し、ルータでは通常、ホストベースのマスクが使用され

ます（/32）。デフォルト マスクを無効にする場合は、

netmask コマンドを使用します。

ステップ 10 acl number

例：
Router(config-isakmp-group)# acl 199

（任意）スプリット トンネリングを設定します。

• number 引数には、スプリット トンネリング用に保護された

サブネットを表す Access Control List（ACL; アクセス コン

トロール リスト）ルールのグループを指定します。

ステップ 11 access-restrict {interface-name}

例：
Router(config-isakmp-group)# 
access-restrict fastethernet0/0

グループ内のクライアントがアクセスできるインターフェイスを

いずれか 1 つに制限します。

コマンド 目的
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ステップ 12 policy check-presence

または

firewall are-u-there

例：
Router(config-isakmp-group)# policy 
check-presence

または

Router(config-isakmp-group)# firewall 
are-u-there

（任意）指定されたファイアウォール（クライアント上にファイア

ウォール タイプとして表示されたファイアウォール）が存在する

かどうかのチェックがサーバによって行われるよう指定します。

または

ご使用の PC 上で パーソナル ファイアウォールの Black Ice また

は Zone Alarm が実行されている場合に、firewall are-u-there ア
トリビュートをサーバ グループに追加します。

（注） Cisco IOS 12.4(6)T では、policy コマンドおよび 
check-presence キーワードが、Cisco IOS のマニュアル

に追加されています。ローカル AAA およびリモート 
AAA の設定では policy コマンドがサポートされている

ため、firewall are-u-there コマンドが必要な場合は、代

わりに policy コマンドを使用することを推奨します。

firewall are-u-there コマンドは、ローカル以外では設定

できませんが、下位互換性を維持するため現在でもサ

ポートされています。

ステップ 13 group-lock

例：
Router(config-isakmp-group)# group-lock

グループ ロック機能を適用します。

ステップ 14 include-local-lan

例：
Router(config-isakmp-group)# 
include-local-lan

（任意）クライアントと同時に、非スプリット トンネリング接続

からローカル サブネットワークへアクセスできるよう、

Include-Local-LAN アトリビュートを設定します。

ステップ 15 save-password

例：
Router(config-isakmp-group)# 
save-password

（任意）Xauth パスワードを自身の PC 上にローカルに保存します。

コマンド 目的
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VPN セッション モニタリングのイネーブル化

VPN グループごとのルータへの 大接続数、およびユーザごとの 大同時ログイン数を制限する場合

は、次のアトリビュートを VPN グループに追加します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client configuration group group-name

4. exit

5. max-logins number-of-logins

6. max-users number-of-users

手順の詳細

ステップ 16 backup-gateway

例：
Router(config-isakmp-group)# backup 
gateway

（任意）クライアントの設定へバックアップ ゲートウェイを手動

で追加する代わりに、バックアップ ゲートウェイのリストが

サーバからクライアント デバイスへ「プッシュ ダウン」される

ように指定します。

• これらのゲートウェイには、リスト上での順番に従って、順

次接続が試行されていきます。各ゲートウェイには、その 1 
つ前のゲートウェイに障害が発生した段階で、接続が試行さ

れます。ゲートウェイは、IP アドレスまたはホスト名を使

用して指定できます。

ステップ 17 pfs

例：
Router(config-isakmp-group)# pfs

（任意）いずれかの IPsec SA に対し PFS が必要かどうかについ

ての中央ポリシーをクライアントに通知します。

• クライアント デバイスは、PFS ネゴシエーションのイネー

ブル化 /ディセーブル化を切り替えるためのユーザ インター

フェイス オプションを備えていません。そのため、このパ

ラメータを使用して、サーバからクライアント デバイスへ

中央ポリシーを通知します。PFS として提示される D-H グ
ループは、IKE ネゴシエーションのフェーズ 1 でネゴシエー

ションが行われた D-H グループと同じものです。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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VPN セッションの確認

VPN セッションを確認するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. show crypto session group

3. show crypto session summary

手順の詳細

ステップ 3 crypto isakmp client configuration group 
group-name

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration group group1

定義するグループのポリシー プロファイルを指定し、ISAKMP 
グループ コンフィギュレーション モードを開始します。

• group-name：ユーザに適用されるポリシーに対応するグ

ループを指定します。

ステップ 4 exit

例：
Router(config-isakmp-group)# exit

ISAKMP グループ コンフィギュレーション モードを終了しま

す。

ステップ 5 max-logins number-of-logins

例：
Router(config)# max-logins 10

（任意）特定のサーバ グループに属するユーザの同時ログイン数

を制限します。

ステップ 6 max-users number-of-users

例：
Router(config)# max-users 1000

（任意）特定のサーバ グループに対する接続数を制限します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show crypto session group

例：
Router# show crypto session group

VPN デバイス上で現在アクティブなグループを表示します。

ステップ 3 show crypto session summary

例：
Router# show crypto session summary

VPN デバイス上で現在アクティブなグループと、それらの各グ

ループにおいて接続されているユーザを表示します。
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モード設定および Xauth の適用

クリプト マップを使用する場合は、そのクリプト マップにモード設定および Xauth を適用する必要が

あります。モード設定および Xauth をクリプト マップに適用するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto map tag client configuration address [initiate | respond]

4. crypto map map-name isakmp authorization list list-name

5. crypto map map-name client authentication list list-name

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto map tag client configuration 
address [initiate | respond]

例：
Router(config)# crypto map dyn client 
configuration address initiate 

モード設定要求を開始またはそれに応答するようルータを設定

します。

（注） シスコのクライアントでは、respond キーワードを使用

する必要があります。ただし、Cisco Secure VPN Client 
1.x を使用している場合は、initiate キーワードを使用す

る必要があります。initiate キーワードおよび respond 
キーワードは、同時に使用できます。

ステップ 4 crypto map map-name isakmp authorization 
list list-name

例：
Router(config)# crypto map ikessaaamap 
isakmp authorization list ikessaaalist 

クライアントから要求された場合のグループ ポリシーに対する 
IKE クエリーをイネーブルにします。

• ここで指定される list-name 引数の値により、AAA では、

aaa authorization network コマンドに指定されているポリ

シー（ローカルまたは RADIUS）を検索するストレージ 
ソースが決定されます。

ステップ 5 crypto map map-name client authentication 
list list-name

例：
Router(config)# crypto map xauthmap 
client authentication list xauthlist 

Xauth を適用します。

• ここで指定される list-name 引数の値により、aaa 
authentication login コマンドで指定されているユーザ名お

よびパスワードの適切な保管場所（ローカルまたは 
RADIUS）が決定されます。
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クライアントに対する RRI のイネーブル化

VPN クライアントに対して、クリプト マップ（スタティックまたはダイナミック）で RRI をイネーブ

ルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto dynamic map-name seq-num

または

crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp

4. set peer ip-address

5. set transform-set transform-set-name

6. reverse-route

7. match-address

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto dynamic map-name seq-num

または

crypto map map-name seq-num ipsec-isakmp

例：
Router(config)# crypto dynamic mymap 10

または

Router(config)# crypto map yourmap 15 
ipsec-isakmp

ダイナミック クリプト マップ エントリを作成し、クリプト マッ

プ コンフィギュレーション モードを開始します。

または

ダイナミック クリプト マップ セットをスタティック クリプト 
マップ セットに追加し、クリプト マップ コンフィギュレーショ

ン モードを開始します。

ステップ 4 set peer ip-address

例：
Router(config-crypto-map)# set peer 
10.20.20.20

クリプト マップ エントリに対して IPsec ピアの IP アドレスを指

定します。

• ダイナミック クリプト マップ エントリを設定している場

合、この手順はオプションです。
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IKE デッド ピア検証のイネーブル化

（クライアントの代わりに）Cisco IOS VPN ゲートウェイから IKE メッセージを送信できるようにする

には、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp keepalive secs retries

手順の詳細

ステップ 5 set transform-set transform-set-name

例：
Router(config-crypto-map)# set 
transform-set dessha

このクリプト マップ エントリで許可するトランスフォーム セッ

トを指定します。

• 複数のトランスフォーム セットをプライオリティの順に表

示します（ もプライオリティの高いものを先頭に表示）。

（注） ダイナミック クリプト マップ エントリに必要な設定文

は、このリストだけです。

ステップ 6 reverse-route

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

送信元プロキシの情報を作成します。

ステップ 7 match address

例：
Router(config-crypto-map)# match address

クリプト マップ エントリの拡張アクセス リストを指定します。

• ダイナミック クリプト マップ エントリを設定している場

合、この手順はオプションです。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp keepalive secs retries

例：
Router(config)# crypto isakmp keepalive 20 
10

ゲートウェイからルータへの DPD メッセージ送信を有効にし

ます。

• secs 引数には、DPD メッセージの送信間隔を秒単位で指

定します（指定できる値の範囲は 1 ～ 3600 秒）。また、

retries 引数には、DPD メッセージ送信に失敗した場合に

送信を再試行する間隔を秒単位で指定します（指定でき

る値の範囲は 2 ～ 60 秒）。
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RADIUS サーバ サポートの設定

RADIUS サーバへアクセスできるよう設定し、Cisco IOS VPN デバイスからそのサーバへ要求を送信

できるようにするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. radius server host ip-address [auth-port port-number] [acct-port port-number] [key string]

手順の詳細

Easy VPN サーバの確認

この機能に関する設定内容を確認するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. show crypto map [interface interface | tag map-name]

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 radius server host ip-address [auth-port 
port-number] [acct-port port-number] [key 
string]

例：
Router(config)# radius server host 
192.168.1.1. auth-port 1645 acct-port 1646 
key XXXX

RADIUS サーバ ホストを指定します。

（注） この手順が必要となるのは、グループ ポリシーの情報を 
RADIUS サーバへ保存するよう選択した場合だけです。
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手順の詳細

バナーの設定

Easy VPN サーバから Easy VPN Remote デバイスへバナーがプッシュされるように設定するには、次

の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client configuration group {group-name}

4. banner c {banner-text} c

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show crypto map [interface interface | tag 
map-name]

例：
Router# show crypto map interface ethernet 0

クリプト マップの設定内容を表示します。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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自動アップグレードの設定

Easy VPN Remote デバイスに対してソフトウェアやファームウェアのアップグレードが自動的に適用

されるメカニズムを Easy VPN サーバ上で設定するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client configuration group {group-name}

4. auto-update client {type-of-system} {url url} {rev review-version}

手順の詳細

ステップ 3 crypto isakmp client configuration group 
{group-name}

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration group Group1

ポリシー プロファイルの定義先となるグループを指定し、ク

リプト ISAKMP グループ コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 4 banner c {banner-text} c

例：
Router(config-isakmp-group)# banner c The 
quick brown fox jumped over the lazy dog c

バナーのテキストを指定します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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ブラウザ プロキシの設定

Cisco IOS VPN クライアント ソフトウェアを使用している場合に、Easy VPN Remote デバイスから社

内ネットワーク上のリソースへアクセスできるよう Easy VPN サーバを設定するには、次の手順を実行

します。この設定により、ユーザは、社内ネットワークに接続する際に、自身が使用する Web ブラウ

ザのプロキシ設定を手動で修正したり、接続を解除する際に、プロキシ設定を手動で元に戻したりする

必要がなくなります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client configuration browser-proxy {browser-proxy-name}

4. proxy {proxy-parameter}

手順の詳細

ステップ 3 crypto isakmp client configuration group 
{group-name}

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration group Group2

ポリシー プロファイルの定義先となるグループを指定し、ク

リプト ISAKMP グループ コンフィギュレーション モードを

開始します。

ステップ 4 auto-update client {type-of-system} {url 
url} {rev review-version}

例：
Router(config-isakmp-group)# auto-update 
client Win2000 url 
http:www.example.com/newclient rev 
3.0.1(Rel), 3.1(Rel)

Easy VPN Remote デバイスに対して、自動アップデートのパ

ラメータを設定します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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モード設定交換によるコンフィギュレーション URL のプッシュの設定

モード設定交換によりコンフィギュレーション URL がプッシュされるよう Easy VPN サーバを設定す

るには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client configuration group {group-name}

4. configuration url {url}

5. configuration version {version-number}

手順の詳細

ステップ 3 crypto isakmp client configuration 
browser-proxy {browser-proxy-name}

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration browser-proxy bproxy

Easy VPN Remote デバイスに対して、ブラウザ プロキシのパ

ラメータを設定し、ISAKMP ブラウザ プロキシ コンフィ

ギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 proxy {proxy-parameter}

例：
Router(config-ikmp-browser-proxy)# proxy 
auto-detect

Easy VPN Remote デバイスに対して、プロキシのパラメータ

を設定します。

コマンド 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp client configuration group 
{group-name}

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration group Group1

ポリシー プロファイルの定義先となるグループを指定し、ク

リプト ISAKMP グループ コンフィギュレーション モードを

開始します。
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PKI によるユーザ単位 AAA ダウンロードの設定：クリプト PKI トラスト
ポイントの設定

ユーザ アトリビュートがリモート デバイスにプッシュされるよう AAA サーバを設定するには、次の

手順を実行します。

前提条件

ユーザ アトリビュートがリモート デバイスにプッシュされるよう AAA サーバを設定する場合は、あ

らかじめ AAA を設定しておく必要があります。また、クリプト PKI トラストポイントも設定されてい

ることが必要です（以下で 初に説明する設定手順を参照してください）。トラストポイントの設定で

は、authorization username コマンドを使用することを推奨します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto pki trustpoint name

4. enrollment url url

5. revocation-check none

6. rsakeypair key-label

7. authorization username {subjectname subjectname}

8. exit

ステップ 4 configuration url {url}

例：
Router(config-isakmp-group)# configuration 
url http://10.10.88.8/easy.cfg

リモート デバイスがサーバから設定を取得する際に使用する 
URL を指定します。

• この URL は、コンフィギュレーション ファイルの完全パ

スを表す非ヌル終端 ASCII 文字列である必要があります。

ステップ 5 configuration version {version-number}

例：
Router(config-isakmp-group)# configuration 
version 10

設定のバージョンを指定します。

• バージョン番号は、1 ～ 32767 の範囲にある符号なし整

数です。

コマンド 目的
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手順の詳細

PKI による実際のユーザ単位 AAA ダウンロードの設定

PKI による実際のユーザ単位ダウンロードを設定するには、次の手順を実行します。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto pki trustpoint name

例：
Router(config)# crypto pki trustpoint 
ca-server

ルータで使用するトラストポイントを宣言し、CA トラストポ

イント コンフィギュレーション モードを開始します。

ステップ 4 enrollment url url

例：
Router(config-ca-trustpoint)# enrollment 
url http://10.7.7.2:80

登録要求の送信先となる Certification Authority（CA; 認証

局）サーバの URL を指定します。

ステップ 5 revocation-check none

例：
Router(config-ca-trustpoint)# 
revocation-check none

証明書の失効ステータスをチェックします。

ステップ 6 rsakeypair key-label

例：
Router(config-ca-trustpoint)# rsakeypair 
rsa-pair

証明書に関連付けるキー ペアを指定します。

ステップ 7 authorization username {subjectname 
subjectname}

例：
Router(config-ca-trustpoint)# authorization 
username subjectname commonname

AAA ユーザ名の設定に使用するさまざまな証明書フィールド

のパラメータを指定します。

ステップ 8 exit

例：
Router(config-ca-trustpoint)# exit

CA トラストポイント コンフィギュレーション モードを終了

します。
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手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp policy priority

4. group {1 | 2}

5. exit

6. crypto isakmp profile profile-name

7. match certificate certificate-map

8. client pki authorization list listname

9. client configuration address {initiate | respond}

10. virtual-template template-number

11. exit

12. crypto ipsec transform-set [transform-set-name transform1] [transform2] [transform3] 
[transform4]

13. crypto ipsec profile name

14. set transform-set transform-set-name

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp policy priority

例：
Router(config)# crypto isakmp policy 10

IKE ポリシーを定義し、ISAKMP ポリシー コンフィギュレー

ション モードを開始します。

ステップ 4 group {1 | 2}

例：
Router(config-isakmp-policy)# group 2

IKE ポリシー内部での D-H グループの識別番号を指定します。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-isakmp-policy)# exit

ISAKMP ポリシー コンフィギュレーション モードを終了し

ます。
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ステップ 6 crypto isakmp profile profile-name 

例：
Router(config)# crypto isakmp profile 
ISA-PROF

ISAKMP プロファイルの定義と IPsec ユーザ セッションの監

査を行い、クリプト ISAKMP プロファイル コンフィギュ

レーション モードを開始します。

ステップ 7 match certificate certificate-map

例：
Router(config-isakmp-profile)# match 
certificate cert_map

証明書にある任意のフィールド内容に基づいて、ISAKMP プ
ロファイルをピアに割り当てます。

ステップ 8 client pki authorization list listname

例：
Router(config-isakmp-profile)# client pki 
authorization list usrgrp

証明書から生成されたユーザ名に基づいてユーザ単位 AAA 
アトリビュートを取得する際に使用される AAA サーバの認

可リストを指定します。

ステップ 9 client configuration address {initiate | 
respond}

例：
Router(config-isakmp-profile)# client 
configuration address respond

ISAKMP プロファイルに IKE コンフィギュレーション モー

ドを設定します。

ステップ 10 virtual-template template-number

例：
Router(config-isakmp-profile)# 
virtual-template 2

仮想アクセス インターフェイスのクローンを作成する際に使

用される仮想テンプレートを指定します。

ステップ 11 exit

例：
Router(config-isakmp-profile)# exit

クリプト ISAKMP プロファイル コンフィギュレーション 
モードを終了します。

ステップ 12 crypto ipsec transform-set 
transform-set-name transform1 [transform2] 
[transform3] [transform4]

例：
Router(config)# crypto ipsec transform-set 
trans2 esp-3des esp-sha-hmac1

トランスフォーム セット（セキュリティ プロトコルとセキュ

リティ アルゴリズムの受け入れ可能な組み合せ）を定義しま

す。

ステップ 13 crypto ipsec profile name

例：
Router(config)# crypto ipsec profile 
IPSEC_PROF

2 つの IPsec ルータ間における IPsec 暗号化のために使用され

る IPsec パラメータを定義します。

ステップ 14 set transform-set transform-set-name

例：
Router(config)# set transform-set trans2

クリプト マップ エントリで使用可能なトランスフォーム セッ

トを指定します。

コマンド 目的
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ローカル Easy VPN AAA サーバにおけるユーザ単位アトリビュートの設定

ローカル Easy VPN AAA サーバ上でユーザ単位アトリビュートを設定するには、次の手順を実行しま

す。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. aaa attribute list list-name

4. attribute type name value [service service] [protocol protocol]

5. exit

6. crypto isakmp client configuration group group-name

7. crypto aaa attribute list list-name

手順の詳細

コマンドまたはアクション 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 aaa attribute list list-name

例：
Router(config)# aaa attribute list list1

ルータ上で AAA アトリビュート リストをローカルに定義

し、アトリビュート リスト コンフィギュレーション モー

ドを開始します。

ステップ 4 attribute type name value [service service] 
[protocol protocol]

例：
Router(config-attr-list)# attribute type 
attribute xxxx service ike protocol ip

AAA アトリビュート リストへ追加されるアトリビュート 
タイプをルータ上でローカルに定義します。

ステップ 5 exit

例：
Router(config-attr-list)# exit

アトリビュート リスト コンフィギュレーション モードを

終了します。
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Easy VPN syslog メッセージのイネーブル化

サーバ上で Easy VPN syslog メッセージをイネーブルにするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto logging ezvpn group group-name

手順の詳細

ステップ 6 crypto isakmp client configuration group 
group-name

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration group group1

ポリシー プロファイルの定義先となるグループを指定し、

ISAKMP グループ コンフィギュレーション モードを開始

します。

ステップ 7 crypto aaa attribute list list-name

例：
Router(config-isakmp-group)# crypto aaa 
attribute list listname1

ルータ上で AAA アトリビュート リストをローカルに定義

します。

コマンドまたはアクション 目的

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto logging ezvpn [group group-name]

例：
Router(config)# crypto logging ezvpn group 
group1

サーバ上で Easy VPN syslog メッセージをイネーブルにします。

•  group キーワードおよび group-name 引数はオプション

です。グループ名を指定しない場合、サーバへのすべて

の Easy VPN 接続に対して syslog メッセージがイネーブ

ルになります。グループ名を指定した場合は、そのグ

ループに対してだけ syslog メッセージがイネーブルにな

ります。
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ローカル AAA サーバによる CPP ファイアウォール ポリシー プッシュの
定義

ここでは、リモート デバイスに対しローカル AAA サーバ用のファイアウォールが設定されているかど

うかに基づいてトンネルを許可したり拒否したりするために、サーバ上で CPP ファイアウォール ポリ

シー プッシュを定義する手順について説明します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client firewall {policy-name} {required | optional} {firewall-type}

4. policy {check-presence | central-policy-push {access-list {in | out} access-list-name | 
access-list-number}}

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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次の作業

設定されたグループに対して CPP ファイアウォール ポリシー プッシュを適用します。

ステップ 3 crypto isakmp client firewall {policy-name} 
{required | optional} {firewall-type}

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
firewall hw-client-g-cpp required 
Cisco-Security-Agent

サーバ上で CPP ファイアウォール プッシュ ポリシーを定義

し、ISAKMP クライアント ファイアウォール コンフィギュ

レーション モードを開始します。

引数およびキーワードは次のとおりです。

• policy-name：ポリシーの一意の識別名を指定します。ポ

リシー名は、サーバまたは AAA サーバの Easy VPN クラ

イアント グループ設定（ローカル グループの設定）に関

連付けられている必要があります。

• required：このキーワードを指定すると、ポリシーが必

須ポリシーとして定義されます。必須ポリシーとして定

義した CPP ポリシーを Easy VPN サーバの設定に追加す

ると、このポリシーがクライアントにより確認された場

合に限ってトンネルを確立できます。確認されない場合、

トンネルは終了します。

• optional：このキーワードを指定すると、ポリシーが任

意のポリシーとして定義されます。任意のポリシーとし

て定義した CPP ポリシーを Easy VPN サーバの設定に追

加した場合は、このポリシーがクライアントにより確認

されなくても、トンネルは確立した状態が維持されます。

• firewall-type：ファイアウォールのタイプを指定します

（ファイアウォール タイプのリストについては、crypto 
isakmp client firewall コマンドを参照してください）。

ステップ 4 policy {check-presence | 
central-policy-push {access-list {in | out} 
access-list-name | access-list-number}}

例：
Router(config-ikmp-client-fw)# policy 
central-policy-push access-list out acl1

または
Router(config-ikmp-client-fw)# policy 
check-presence

CPP ファイアウォール ポリシー プッシュを定義します。

引数およびキーワードは次のとおりです。

• check-presence：指定されたファイアウォール（クライ

アント上で ファイアウォール タイプ引数の値として表示

されたファイアウォール）が存在するかどうかのチェッ

クがサーバにより行われるようにする場合は、このキー

ワードを指定します。

• central-policy-push：このキーワードを指定すると、

ファイアウォール タイプ引数でタイプが指定されたクラ

イアント ファイアウォールにより適用される必要がある

入力アクセス リストや出力アクセス リストなど、実際の

ポリシーが適用されます。

• access-list {in | out}：インバウンド アクセス リストまた

はアウトバウンド アクセス リストを指定します。

• access-list-name | access-list-number：アクセス リストの

名前または番号を指定します。

コマンド 目的
43



Easy VPN サーバ

  Easy VPN サーバの設定方法
設定されたグループに対する CPP ファイアウォール ポリシー プッシュの
適用

CPP ファイアウォール ポリシー プッシュが定義されたら、次にはそれを設定グループに適用する必要

があります。次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client configuration group group-name

4. firewall policy policy-name

手順の詳細

リモート AAA サーバによる CPP ファイアウォール ポリシー プッシュの
定義

リモート AAA サーバによる CPP ファイアウォール ポリシー プッシュを定義する手順は、「ローカル 
AAA サーバによる CPP ファイアウォール ポリシー プッシュの定義」に記載されている手順と同じです。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp client configuration group 
group-name

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration group hw-client-g

ポリシー プロファイルの定義先となるグループを指定し、

ISAKMP グループ コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

ステップ 4 firewall policy policy-name

例：
Router(crypto-isakmp-group)# firewall 
policy hw-client-g-cpp

ローカル認証または AAA サーバにおいてクリプト ISAKMP 
クライアントの設定グループに適用する CPP ファイアウォー

ル プッシュ ポリシー の名前を指定します。
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次の作業

CPP ファイアウォール ポリシー プッシュを定義したら、グループ定義において Vendor-Specific 
Attribute（VSA; ベンダー固有アトリビュート）である cpp-policy を追加する必要があります。

グループ定義への VSA cpp-policy の追加

RADIUS で定義されたグループ定義に VSA cpp-policy を追加するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. RADIUS で定義されたグループ定義に VSA cpp-policy を追加します。

手順の詳細

CPP ファイアウォール ポリシー プッシュの確認

ローカル AAA サーバまたはリモート AAA サーバ上で CPP ファイアウォール プッシュ ポリシーを確

認するには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto isakmp

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 RADIUS で定義されたグループ定義に「VSA 
cpp-policy」を追加します。

例：

ipsec:cpp-policy="Enterprise Firewall"

リモート サーバに対して CPP ファイアウォール プッシュ ポ
リシーを定義します。

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto isakmp

例：
Router# debug crypto isakmp

IKE イベントに関するメッセージを表示します。
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パスワード エージングの設定

パスワードがすでに失効したかどうかを Easy VPN クライアントに通知するパスワード エージング機

能の設定手順は次の通りです。

制約事項

パスワード エージング機能には、次のような制約事項が適用されます。

• VPN ソフトウェア クライアントがある場合に限り使用できます。VPN クライアント ハードウェ

アでは機能しません。

• RADIUS サーバがある場合に限り使用できます。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. aaa new-model

4. aaa authentication login {list-name} password-expiry method1 [method2...]

5. radius-server host {ip-address} auth-port port-number acct-port port-number key string}

6. ISAKMP プロファイルの設定

7. client authentication list {list-name}

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 aaa new-model

例：
Router(config)# aaa new-model

AAA をイネーブルにします。

ステップ 4 aaa authentication login {list-name} 
password-expiry method1 [method2...]

例：
Router(config)# aaa authentication login 
userauth paswd-expiry group radius

認証リストを設定します。これによりパスワード エージング

機能がイネーブルになります。
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スプリット DNS の設定

スプリット DNS の設定方法は次のとおりです。

前提条件

スプリット DNS 機能を使用できるようにするには、あらかじめ次のコマンドが Easy VPN Remote 上
で設定されている必要があります。

• ip dns server

• ip domain-lookup

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client configuration group group-name

4. dns primary-server secondary-server

5. split-dns domain-name

ステップ 5 radius-server host {ip-address} auth-port 
port-number acct-port port-number key 
string

例：
Router(config)# radius-server host 
172.19.217.96 255.255.255.0 auth-port 1645 
acct-port 1646 key cisco radius-server vsa 
send authentication

RADIUS サーバを設定します。

ステップ 6 ISAKMP プロファイルを設定します。

例：

「パスワード エージングの設定：例」を参照して

ください。

ISAKMP プロファイルを設定し、ISAKMP プロファイル コ
ンフィギュレーション モードを開始します（「パスワード 
エージングの設定：例」を参照してください）。

ステップ 7 client authentication list {list-name}

例：
Router(config-isakmp-profile)# client 
authentication list userauth

ISAKMP プロファイルに IKE 拡張認証（Xauth）を設定し、

先に定義した認証リストを追加します。

コマンド 目的
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手順の詳細

スプリット DNS の確認

スプリット DNS 設定を確認する手順は次のとおりです（show コマンドは、それぞれを個別に使用す

ることも、複数をまとめて使用することもできます）。

手順の概要

1. enable

2. show ip dns name-list [name-list-number]

3. show ip dns view [vrf vrf-name] [default | view-name]

4. show ip dns view-list [view-list-name] 

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto isakmp client configuration group 
{group-name | default}

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration group group1

定義するグループのポリシー プロファイルを指定し、

ISAKMP グループ コンフィギュレーション モードを開始し

ます。

• 該当するグループがなく、デフォルト グループが定義さ

れている場合、ユーザにはデフォルト グループのポリ

シーが自動的に適用されます。

ステップ 4 dns primary-server secondary-server

例：
Router(config-isakmp-group)# dns 10.2.2.2 
10.3.3.3

グループに対して、プライマリ DNS サーバおよびセカンダリ 
DNS サーバを指定します。

ステップ 5 split-dns domain-name

例：
Router(config-isakmp-group)# split-dns 
green.com 

プラベート ネットワークに対してトンネリングまたは解決す

る必要のあるドメイン名を指定します。
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手順の詳細

スプリット DNS のモニタおよびメンテナンス

Easy VPN Remote デバイス上でスプリット DNS 設定をモニタおよびメンテナンスするには、次の手順

を実行します。

手順の概要

1. enable

2. debug ip dns name-list

3. debug ip dns view

4. debug ip dns view-list 

手順の詳細

コマンド 目的

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show ip dns name-list [name-list-number]

例：
Router# show ip dns name-list 1

DNS 名のリストに関する情報を表示します。

ステップ 3 show ip dns view [vrf vrf-name] [default | 
view-name]

例：
Router# show ip dns view default

DNS ビューに関する情報を表示します。

ステップ 4 show ip dns view-list [view-list-name]

例：
Router# show ip dns view-list 
ezvpn-internal-viewlist

DNS ビュー リストに関する情報を表示します。

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug ip dns name-list

例：
Router# debug ip dns name-list

DNS 名リストのイベントに対して、デバッグ出力をイネーブ

ルにします。
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DHCP サーバから IP アドレスを取得するための Easy VPN サーバの設定

Easy VPN サーバでは、次の優先順位に基づいて、アドレスの割り当て方式が選択されます。

1. フレーム IP アドレスを使用する。

2. 認証サーバから取得した IP アドレスを使用する（グループ /ユーザ）。

3. グローバル IKE アドレス プールを使用する。

4. DHCP を使用する。

（注） Easy VPN サーバにおいて DHCP サーバから IP アドレスが取得されるようにする場合は、その他のア

ドレス割り当てを削除してください。

DHCP サーバから IP アドレスが取得されるように Easy VPN サーバを設定するには、次の手順を実行

します。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto isakmp client configuration group group-name

4. dhcp server {ip-address | hostname}

5. dhcp timeout time

6. dhcp giaddr scope

手順の詳細

ステップ 3 debug ip dns view

例：
Router# debug ip dns view

DNS ビューのイベントに対して、デバッグ出力をイネーブル

にします。

ステップ 4 debug ip dns view-list

例：
Router# debug ip dns view-list

DNS ビュー リストのイベントに対して、デバッグ出力をイ

ネーブルにします。

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。
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DHCP クライアント プロキシの確認

DHCP クライアント プロキシの設定を確認する手順は次のとおりです（show コマンドは、それぞれを

個別に使用することも、複数をまとめて使用することもできます）。

手順の概要

1. enable

2. show dhcp lease

3. show ip dhcp pool

4. show ip dhcp binding

手順の詳細

ステップ 3 crypto isakmp client configuration group 
group-name

例：
Router(config)# crypto isakmp client 
configuration group group1

ポリシー プロファイルの定義先となるグループを指定します。

（注） このコマンドを入力すると、CLI は ISAKMP グルー

プ コンフィギュレーション モードになります。この

モードでは、サブコマンドを使用して、グループ ポリ

シーに対するさまざまな特性を指定できます。

ステップ 4 dhcp server {ip-address | hostname}

例：
Router(config-isakmp-group)# dhcp server 
10.10.1.2

特定の Public Data Network（PDN; パブリック データ ネット

ワーク）アクセス ポイントを入力した MS ユーザに対して IP 
アドレスを割り当てるためのプライマリ（およびバックアッ

プ）DHCP サーバを指定します。

ステップ 5 dhcp timeout time

例：
Router(config-isakmp-group)# dhcp timeout 6

リスト上で次位にある DHCP サーバに接続を試行するまでの

待機時間を秒単位で設定します。

ステップ 6 dhcp giaddr scope

例：
Router(config-isakmp-group)# dhcp giaddr 
10.1.1.4

DHCP のスコープに対してゲートウェイ IP アドレスを指定し

ます。

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show dhcp lease

例：
Router# show dhcp lease

DHCP アドレス プールに関する情報を表示します。

（注） このコマンドは、外部の DHCP が使用されている場

合に使用します。
51



Easy VPN サーバ

  Easy VPN サーバの設定方法
DHCP クライアント プロキシのモニタおよびメンテナンス

DHCP クライアント プロキシの設定をモニタおよびメンテナンスする手順は次のとおりです（debug 
コマンドは、それぞれを個別に使用することも、複数をまとめて使用することもできます）。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto isakmp

3. debug dhcp

4. debug dhcp detail

5. debug ip dhcp server events

手順の詳細

ステップ 3 show ip dhcp pool

例：
Router# show ip dhcp pool

DHCP アドレス プールに関する情報を表示します。

（注） このコマンドは、Easy VPN サーバが DHCP サーバを

兼ねている場合に限って有効です（ただしこれは非常

にまれなケースです。通常、DHCP サーバには外部

サーバが使用されるからです）。

ステップ 4 show ip dhcp binding

例：
Router# show ip dhcp binding

DHCP サーバにおけるアドレス バインディングを表示します。

（注） このコマンドは、Easy VPN サーバが DHCP サーバを

兼ねている場合に限って有効です（ただしこれは非常

にまれなケースです。通常、DHCP サーバには外部

サーバが使用されるからです）。

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto isakmp

例：
Router# debug crypto isakmp

Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクス

チェンジ）イベントに関するメッセージを表示します。

ステップ 3 debug dhcp

例：
Router# debug dhcp

サーバのイベント（アドレスの割り当てやデータベースの

アップデートなど）をレポートします。
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cTCP の設定

cTCP は、Easy VPN サーバ上でイネーブルにします。次の手順を実行します。

前提条件

cTCP を設定する場合は、あらかじめクリプト IPsec を設定しておく必要があります。

手順の概要

1. enable

2. configure terminal

3. crypto ctcp port [port-number]

手順の詳細

cTCP の確認

cTCP 設定を確認する手順は次のとおりです（show コマンドは、それぞれを個別に使用することも、

複数をまとめて使用することもできます）。

ステップ 4 debug dhcp detail

例：
Router# debug dhcp detail

DHCP のデバッグに関する詳細情報を表示します。

ステップ 5 debug ip dhcp server events

例：
Router# debug ip dhcp server events

サーバのイベント（アドレスの割り当てやデータベースの

アップデートなど）をレポートします。

（注） このコマンドは、Easy VPN サーバが DHCP サーバを

兼ねている場合に限って有効です（ただしこれは非常

にまれなケースです。通常、DHCP サーバには外部

サーバが使用されるからです）。

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 configure terminal

例：
Router# configure terminal

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。

ステップ 3 crypto ctcp port [port-number]

例：
Router(config)# crypto ctcp port 120

Easy VPN に対して cTCP カプセル化を設定します。

• 設定できるポート数は 10 個までです。

• port-number 引数が設定されていない場合、デフォルトで

は、cTCP はポート 80 でイネーブルになります。
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手順の概要

1. enable

2. show crypto ctcp [peer ip-address]

手順の詳細

cTCP の設定のモニタおよびメンテナンス

cTCP をモニタおよびメンテナンスするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. debug crypto ctcp

手順の詳細

cTCP の設定のクリア

cTCP の設定をクリアするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. enable

2. clear crypto ctcp [peer ip-address]

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 show crypto ctcp [peer ip-address]

例：
Router# show crypto ctcp peer 10.76.235.21

特定の cTCP ピアに関する情報を表示します。

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 debug crypto ctcp

例：
Router# debug crypto ctcp

cTCP セッションに関する情報を表示します。
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手順の詳細

cTCP の設定に関するトラブルシューティング

cTCP の設定をトラブルシューティングするには、次の手順を実行します。

手順の概要

1. cTCP セッションのステートが CTCP_ACK_RECEIVED であることを確認します。

2. cTCP セッションのステートが CTCP_ACK_RECEIVED でない場合は、debug crypto ctcp コマ

ンドをイネーブルにします。

3. cTCP に不具合が見られない場合は、サーバへの cTCP パケットの転送をファイアウォールが許可

しているか確認します。

4. ファイアウォールの設定が適切で、デバッグがイネーブルになっており、かつコンソール上で 
cTCP のデバッグが確認されない場合は、ルータの cTCP ポートでパケットが受信されない原因を

特定する必要があります。

手順の詳細

ステップ 1 show crypto ctcp コマンドを使用して、cTCP セッションのステートが CTCP_ACK_RECEIVED であ

ることを確認します。

ステップ 2 cTCP セッションのステートが CTCP_ACK_RECEIVED でない場合は、debug crypto ctcp コマンド

をイネーブルにし、再度 show crypto ctcp コマンドを実行します。

ステップ 3 cTCP に不具合が見られない場合は、サーバへの cTCP パケットの転送をファイアウォールが許可して

いるか（ファイアウォールの設定を）確認します。

ステップ 4 ファイアウォールの設定が適切で、デバッグがイネーブルになっており、かつコンソール上で cTCP の
デバッグが確認されない場合は、ルータの cTCP ポートでパケットが受信されない原因を特定する必要

があります。cTCP のデバッグが確認されないにもかかわらず、依然 cTCP セッションが確立されてい

ない場合は、実質的に TCP パケットである cTCP パケットが、cTCP ポートではなく TCP スタックへ

送信された可能性があります。この場合、debug ip packet コマンドおよび debug ip tcp packet コマ

ンドをイネーブルにすることで、パケットが TCP スタックへ送信されたかどうかを判定できることが

あります。

ステップ 1 enable

例：
Router> enable

特権 EXEC モードをイネーブルにします。

• プロンプトが表示されたら、パスワードを入力します。

ステップ 2 clear crypto ctcp [peer ip-address]

例：
Router# clear crypto ctcp peer 10.76.23.21

cTCP セッションに関する情報を表示します。
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Easy VPN サーバの設定例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 「Easy VPN サーバ における Cisco IOS の設定：例」（P.56）

• 「IPsec の AV のペアを使用した RADIUS グループ プロファイル：例」（P.58）

• 「IPsec の AV のペアを使用した RADIUS ユーザ プロファイル：例」（P.58）

• 「 大ログイン数および 大ユーザ数が指定されたバックアップ ゲートウェイ：例」（P.58）

• 「IPsec 仮想トンネル インターフェイスが設定された Easy VPN：例」（P.59）

• 「モード設定交換によるコンフィギュレーション URL のプッシュ：例」（P.60）

• 「PKI によるユーザ単位 AAA ポリシー ダウンロード：例」（P.61）

• 「Easy VPN サーバにおけるユーザ単位アトリビュート：例」（P.65）

• 「ネットワーク アドミッション コントロール：例」（P.66）

• 「パスワード エージングの設定：例」（P.69）

• 「スプリット DNS：例」（P.70）

• 「DHCP クライアント プロキシ：例」（P.71）

• 「cTCP セッション：例」（P.73）

• 「AAA サーバによる VRF の割り当て：例」（P.74）

Easy VPN サーバ における Cisco IOS の設定：例

次に示すのは、モード設定に対してグループ ポリシー情報をローカルに定義する方法の例です。この

例では、「cisco」というグループ名のほかに、「default」というグループ名が指定されています。この

ポリシーは、「cisco」に一致するグループ名を提示しないすべてのユーザに適用されます。

! Enable policy look-up via AAA. For authentication and authorization, send requests to
! RADIUS first, then try local policy.
aaa new-model
aaa authentication login userlist group radius local
aaa authorization network grouplist group radius local
enable password XXXX
!
username cisco password 0 cisco
clock timezone PST -8
ip subnet-zero
! Configure IKE policies, which are assessed in order so that the first policy that
matches the proposal of the client will be used.
crypto isakmp policy 1
 group 2
!
crypto isakmp policy 3
 hash md5
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp identity hostname
!
! Define “cisco” group policy information for mode config push.
crypto isakmp client configuration group cisco
 key cisco
 dns 10.2.2.2 10.2.2.3
 wins 10.6.6.6
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 domain cisco.com
 pool green
 acl 199
! Define default group policy for mode config push.
crypto isakmp client configuration group default
 key cisco
 dns 10.2.2.2 10.3.2.3
 pool green
 acl 199
!
!
crypto ipsec transform-set dessha esp-des esp-sha-hmac 
!
crypto dynamic-map mode 1
set transform-set dessha 

!
! Apply mode config and xauth to crypto map “mode.” The list names that are defined here
! must match the list names that are defined in the AAA section of the config.
crypto map mode client authentication list userlist
crypto map mode isakmp authorization list grouplist
crypto map mode client configuration address respond
crypto map mode 1 ipsec-isakmp dynamic mode 
!
!
controller ISA 1/1
!
!         
interface FastEthernet0/0
 ip address 10.6.1.8 255.255.0.0
 ip route-cache
 ip mroute-cache
 duplex auto
 speed auto
 crypto map mode
!
interface FastEthernet0/1
 ip address 192.168.1.28 255.255.255.0
 no ip route-cache
 no ip mroute-cache
 duplex auto
 speed auto
! Specify IP address pools for internal IP address allocation to clients.
ip local pool green 192.168.2.1 192.168.2.10
ip classless
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.6.0.1
!
! Define access lists for each subnet that should be protected.
access-list 199 permit ip 192.168.1.0 0.0.0.255 any
access-list 199 permit ip 192.168.3.0 0.0.0.255 any
!
! Specify a RADIUS server host and configure access to the server.
radius-server host 192.168.1.1 auth-port 1645 acct-port 1646 key XXXXX
radius-server retransmit 3
!
!
line con 0
 exec-timeout 0 0
 length 25
 transport input none
line aux 0
line vty 5 15
!
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IPsec の AV のペアを使用した RADIUS グループ プロファイル：例

次に示すのは、IPsec の AV のペアを含む標準的な RADIUS グループ プロファイルの例です。グルー

プ認可のアトリビュートを取得するには、「cisco」というパスワードを使用する必要があります。

client_r Password = "cisco"
 Service-Type = Outbound
       
cisco-avpair = "ipsec:tunnel-type*ESP"
cisco-avpair = "ipsec:key-exchange=ike"
cisco-avpair = "ipsec:tunnel-password=lab"
cisco-avpair = "ipsec:addr-pool=pool1"
cisco-avpair = "ipsec:default-domain=cisco"
cisco-avpair = "ipsec:inacl=101"
cisco-avpair = "ipsec:access-restrict=fastethernet 0/0"
cisco-avpair = "ipsec:group-lock=1"
cisco-avpair = "ipsec:dns-servers=10.1.1.1 10.2.2.2"
cisco-avpair = "ipsec:firewall=1"
cisco-avpair = "ipsec:include-local-lan=1"
cisco-avpair = "ipsec:save-password=1"
cisco-avpair = "ipsec:wins-servers=10.3.3.3 10.4.4.4"
cisco-avpair = "ipsec:split-dns=green.com"
cisco-avpair = "ipsec:ipsec-backup-gateway=10.1.1.1"
cisco-avpair = "ipsec:ipsec-backup-gateway=10.1.1.2"
cisco-avpair = "ipsec:pfs=1"
cisco-avpair = "ipsec:cpp-policy="Enterprise Firewall"
cisco-avpair = “ipsec:auto-update=”Win http://www.example.com 4.0.1”
cisco-avpair = “ipsec:browser-proxy=bproxy_profile_A”
cisco-avpair = "ipsec:banner=Xauth banner text here"

グループ ロックが設定されているグループを対象とした RADIUS ユーザ プロファイルの設定例です。

ユーザ名は、「ユーザ名@ドメイン名」という形式で入力されます。

abc@example.com Password = "abcll1111"
cisco-avpair = "ipsec:user-include-local-lan=1"
cisco-avpair = "ipsec:user-save-password=1"
Framed-IP-Address = 10.10.10.10

IPsec の AV のペアを使用した RADIUS ユーザ プロファイル：例

次に示すのは、IPsec の AV のペアを含む標準的な RADIUS ユーザ プロファイルの例です。これらの

ユーザ アトリビュートは、Xauth 実行中に取得されます。

ualluall Password = "uall1234"
        cisco-avpair = "ipsec:user-vpn-group=unity"
        cisco-avpair = "ipsec:user-include-local-lan=1"
        cisco-avpair = "ipsec:user-save-password=1"
        Framed-IP-Address = 10.10.10.10

最大ログイン数および最大ユーザ数が指定されたバックアップ ゲートウェ
イ：例

次の設定例は、5 つのバックアップ ゲートウェイを設定したうえで、 大ユーザ数を 250、 大ログイ

ン数を 2 に設定したものです。

crypto isakmp client configuration group sdm
 key 6 RMZPPMRQMSdiZNJg`EBbCWTKSTi\d[
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 pool POOL1
 acl 150
 backup-gateway 172.16.12.12
 backup-gateway 172.16.12.13
 backup-gateway 172.16.12.14
 backup-gateway 172.16.12.130
 backup-gateway 172.16.12.131
 max-users 250
 max-logins 2

IPsec 仮想トンネル インターフェイスが設定された Easy VPN：例

次の出力結果は、IPsec 仮想トンネル インターフェイスを使用した Easy VPN の設定例です。

!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname Router
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
aaa authorization network default local 
!
aaa session-id common
!
resource policy
!         
clock timezone IST 0
ip subnet-zero
ip cef
no ip domain lookup
no ip dhcp use vrf connected
!
username lab password 0 lab
!
crypto isakmp policy 3
 authentication pre-share
 group 2
crypto isakmp xauth timeout 90

!
crypto isakmp client configuration group easy
 key cisco
 domain foo.com
 pool dpool
 acl 101
crypto isakmp profile vi
   match identity group easy
   isakmp authorization list default
   client configuration address respond
   client configuration group easy
   virtual-template 1
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!
!
crypto ipsec transform-set set esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto ipsec profile vi
 set transform-set set 
 set isakmp-profile vi
!
!
interface Loopback0
 ip address 10.4.0.1 255.255.255.0
!
interface Ethernet0/0
 ip address 10.3.0.2 255.255.255.0
 no keepalive
 no cdp enable
interface Ethernet1/0
 no ip address
 no keepalive
 no cdp enable
!
interface Virtual-Template1 type tunnel
 ip unnumbered Ethernet0/0
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile vi
!
ip local pool dpool 10.5.0.1 10.5.0.10
!
ip classless
ip route 10.2.0.0 255.255.255.0 10.3.0.1
no ip http server
no ip http secure-server
!         
!
access-list 101 permit ip 10.4.0.0 0.0.0.255 any
no cdp run
!
!
line con 0
line aux 0
line vty 0 4
!
end

モード設定交換によるコンフィギュレーション URL のプッシュ：例

次に示す show crypto ipsec client ezvpn コマンドによる出力例です。ここでは、モード設定 URLの場

所およびバージョンが表示されています。

Router# show crypto ipsec client ezvpn

Easy VPN Remote Phase: 5

Tunnel name : branch
Inside interface list: Vlan1
Outside interface: FastEthernet0
Current State: IPSEC_ACTIVE
Last Event: SOCKET_UP
Address: 172.16.1.209
Mask: 255.255.255.255
Default Domain: cisco.com
Save Password: Allowed
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Configuration URL [version]: tftp://172.16.30.2/branch.cfg [11]
Config status: applied, Last successfully applied version: 11
Current EzVPN Peer: 192.168.10.1

次に示すのは、show crypto isakmp peers config コマンドによる出力例です。ここでは、リモート デ
バイスにより送信されたすべての管理情報が表示されています。

Router# show crypto isakmp peers config

Client-Public-Addr=192.168.10.2:500; Client-Assigned-Addr=172.16.1.209; 
Client-Group=branch; Client-User=branch; Client-Hostname=branch.; Client-Platform=Cisco 
1711; Client-Serial=FOC080210E2 (412454448); Client-Config-Version=11; 
Client-Flash=33292284; Client-Available-Flash=10202680; Client-Memory=95969280; 
Client-Free-Memory=14992140; Client-Image=flash:c1700-advipservicesk9-mz.ef90241;
Client-Public-Addr=192.168.10.3:500; Client-Assigned-Addr=172.16.1.121; 
Client-Group=store; Client-User=store; Client-Hostname=831-storerouter.; 
Client-Platform=Cisco C831; Client-Serial=FOC08472UXR (1908379618); 
Client-Config-Version=2; Client-Flash=24903676; Client-Available-Flash=5875028; 
Client-Memory=45298688; Client-Free-Memory=6295596; 
Client-Image=flash:c831-k9o3y6-mz.ef90241

PKI によるユーザ単位 AAA ポリシー ダウンロード：例

次に示すのは、Easy VPN サーバ上で、PKI によるユーザ単位 AAA ポリシー ダウンロード機能が設定

された場合の出力例です。

Router# show running-config

Building configuration...

Current configuration : 7040 bytes
!
! Last configuration change at 21:06:51 UTC Tue Jun 28 2005
!
version 12.4
no service pad
service timestamps debug uptime
service timestamps log uptime
no service password-encryption
!
hostname GEN
!
boot-start-marker
boot-end-marker
!
!
aaa new-model
!
!
aaa group server radius usrgrppki
 server 10.76.248.201 auth-port 1645 acct-port 1646
!
aaa authentication login xauth group usrgrppki
aaa authentication login usrgrp group usrgrppki
aaa authorization network usrgrp group usrgrppki 
!
aaa session-id common
!
resource policy
!
ip subnet-zero
!
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!
ip cef
!
!
ip address-pool local
!
!
crypto pki trustpoint ca-server
 enrollment url http://10.7.7.2:80
 revocation-check none
 rsakeypair rsa-pair
! Specify the field within the certificate that will be used as a username to do a 

per-user AAA lookup into the RADIUS database. In this example, the contents of the 
commonname will be used to do a AAA lookup. In the absence of this statement, by default 
the contents of the “unstructured name” field in the certificate is used for AAA lookup.

 authorization username subjectname commonname
!
!
crypto pki certificate map CERT-MAP 1
 subject-name co yourname
 name co yourname
!
crypto pki certificate chain ca-server
 certificate 02
  308201EE 30820157 A0030201 02020102 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 
  14311230 10060355 04031309 63612D73 65727665 72301E17 0D303530 36323832 
  30303731 345A170D 30363036 32383230 30373134 5A301531 13301106 092A8648 
  86F70D01 09021604 47454E2E 30819F30 0D06092A 864886F7 0D010101 05000381 
  8D003081 89028181 00ABF8F0 FDFFDF8D F22098D6 A48EE0C3 F505DD96 C0022EA4 
  EAB95EE8 1F97F450 990BB0E6 F2B7151F C5C79391 93822FE4 DEE5B00C A03412BB 
  9B715AAD D6C31F93 D8802658 AF9A8866 63811942 913D0C02 C3E328CC 1C046E94 
  F73B7C1A 4497F86E 74A627BC B809A3ED 293C15F2 8DCFA217 5160F9A4 09D52044 
  350F85AF 08B357F5 D7020301 0001A34F 304D300B 0603551D 0F040403 0205A030 
  1F060355 1D230418 30168014 F9BC4498 3DA4D51D 451EFEFD 5B1F5F73 8D7B1C9B 
  301D0603 551D0E04 1604146B F6B2DFD1 1FE237FF 23294129 E55D9C48 CCB04630 
  0D06092A 864886F7 0D010104 05000381 81004AFF 2BE300C1 15D0B191 C20D06E0 
  260305A6 9DF610BB 24211516 5AE73B62 78E01FE4 0785776D 3ADFA3E2 CE064432 
  1C93E82D 93B5F2AB 9661EDD3 499C49A8 F87CA553 9132F239 1D50187D 21CC3148 
  681F5043 2F2685BC F544F4FF 8DF535CB E55B5F36 31FFF025 8969D9F8 418C8AB7 
  C569B022 46C3C63A 22DD6516 C503D6C8 3D81
  quit
 certificate ca 01
  30820201 3082016A A0030201 02020101 300D0609 2A864886 F70D0101 04050030 
  14311230 10060355 04031309 63612D73 65727665 72301E17 0D303530 36323832 
  30303535 375A170D 30383036 32373230 30353537 5A301431 12301006 03550403 
  13096361 2D736572 76657230 819F300D 06092A86 4886F70D 01010105 0003818D 
  00308189 02818100 BA1A4413 96339C6B D36BD720 D25C9A44 E0627A29 97E06F2A 
  69B268ED 08C7144E 7058948D BEA512D4 40588B87 322C5D79 689427CA 5C54B3BA 
  82FAEC53 F6AC0B5C 615D032C 910CA203 AC6AB681 290D9EED D31EB185 8D98E1E7 
  FF73613C 32290FD6 A0CBDC40 6E4D6B39 DE1D86BA DE77A55E F15299FF 97D7C185 
  919F81C1 30027E0F 02030100 01A36330 61300F06 03551D13 0101FF04 05300301 
  01FF300E 0603551D 0F0101FF 04040302 0186301F 0603551D 23041830 168014F9 
  BC44983D A4D51D45 1EFEFD5B 1F5F738D 7B1C9B30 1D060355 1D0E0416 0414F9BC 
  44983DA4 D51D451E FEFD5B1F 5F738D7B 1C9B300D 06092A86 4886F70D 01010405 
  00038181 003EF397 F4D98BDE A4322FAF 4737800F 1671F77E BD6C45AE FB91B28C 
  F04C98F0 135A40C6 635FDC29 63C73373 5D5BBC9A F1BBD235 F66CE1AD 6B4BFC7A 
  AB18C8CC 1AB93AF3 7AC67436 930E9C81 F43F7570 A8FE09AE 3DEA01D1 DA6BD0CB 
  83F9A77F 1DFAFE5E 2F1F206B F1FDD8BE 6BB57A3C 8D03115D B1F64A3F 7A7557C1 
  09B0A34A DB
  quit
!
!
crypto isakmp policy 10
 group 2
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crypto isakmp keepalive 10
crypto isakmp profile ISA-PROF
   match certificate CERT-MAP
   isakmp authorization list usrgrp
   client pki authorization list usrgrp
   client configuration address respond
   client configuration group pkiuser
   virtual-template 2
!
!
crypto ipsec transform-set trans2 esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto ipsec profile IPSEC_PROF
 set transform-set trans2 
!
crypto ipsec profile ISC_IPSEC_PROFILE_1
 set transform-set trans2 
!         
!
crypto call admission limit ike sa 40
!
!
interface Loopback0
 ip address 10.3.0.1 255.255.255.255
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
!
interface Loopback1
 ip address 10.76.0.1 255.255.255.255
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
!
interface Ethernet3/0
 ip address 10.76.248.209 255.255.255.255
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 duplex half
!
!
interface Ethernet3/2
 ip address 10.2.0.1 255.255.255.0
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 duplex half
!
!
interface Serial4/0
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 serial restart-delay 0
!
interface Serial4/1
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 serial restart-delay 0
!
interface Serial4/2
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
63



Easy VPN サーバ

  Easy VPN サーバの設定例
 shutdown
 serial restart-delay 0
!         
interface Serial4/3
 no ip address
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 shutdown
 serial restart-delay 0
!
interface FastEthernet5/0
 ip address 10.9.4.77 255.255.255.255
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 duplex half
!
interface FastEthernet6/0
 ip address 10.7.7.1 255.255.255.0
 no ip route-cache cef
 no ip route-cache
 duplex full
!
interface Virtual-Template1 
 no ip address
!
interface Virtual-Template2 type tunnel
 ip unnumbered Loopback0
 tunnel source Ethernet3/2
 tunnel mode ipsec ipv4
 tunnel protection ipsec profile IPSEC_PROF
!
router eigrp 20
 network 172.16.0.0
 auto-summary
!
ip local pool ourpool 10.6.6.6
ip default-gateway 10.9.4.1
ip classless
ip route 10.1.0.1 255.255.255.255 10.0.0.2
ip route 10.2.3.0 255.255.0.0 10.2.4.4
ip route 10.9.1.0 255.255.0.0 10.4.0.1
ip route 10.76.0.0 255.255.0.0 10.76.248.129
ip route 10.11.1.1 255.255.255.0 10.7.7.2
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
logging alarm informational
arp 10.9.4.1 0011.bcb4.d40a ARPA
!
!
radius-server host 10.76.248.201 auth-port 1645 acct-port 1646 key cisco
!
control-plane
!
!
gatekeeper
 shutdown
!
!
line con 0
 stopbits 1
line aux 0
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 stopbits 1
line vty 0 4
!         
!
end

Easy VPN サーバにおけるユーザ単位アトリビュート：例

次に示すのは、Easy VPN サーバ上でユーザ単位アトリビュートが設定された場合の出力例です。

!

aaa new-model
!
!
aaa authentication login default local
aaa authentication login noAAA none
aaa authorization network default local 
!
aaa attribute list per-group
attribute type inacl "per-group-acl" service ike protocol ip mandatory

!
aaa session-id common
!
resource policy
!
ip subnet-zero
!
!
ip cef
!
!
username example password 0 example
!
!
crypto isakmp policy 3
authentication pre-share
group 2

crypto isakmp xauth timeout 90
!
crypto isakmp client configuration group PerUserAAA
key cisco
pool dpool
crypto aaa attribute list per-group

!
crypto isakmp profile vi
match identity group PerUserAAA
isakmp authorization list default
client configuration address respond
client configuration group PerUserAAA
virtual-template 1

!
!
crypto ipsec transform-set set esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto ipsec profile vi
set transform-set set 
set isakmp-profile vi

!
!
interface GigabitEthernet0/0
description 'EzVPN Peer'
65



Easy VPN サーバ

  Easy VPN サーバの設定例
ip address 192.168.1.1 255.255.255.128
duplex full
speed 100
media-type rj45
no negotiation auto

!
interface GigabitEthernet0/1
no ip address
shutdown
duplex auto
speed auto
media-type rj45
no negotiation auto

interface Virtual-Template1 type tunnel
ip unnumbered GigabitEthernet0/0
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile vi

!
ip local pool dpool 10.5.0.1 10.5.0.10
ip classless
!
no ip http server
no ip http secure-server
!
!
ip access-list extended per-group-acl
permit tcp any any
deny   icmp any any

logging alarm informational
logging trap debugging
!
control-plane
!
gatekeeper
shutdown

!
line con 0
line aux 0
stopbits 1

line vty 0 4
!
!
end

ネットワーク アドミッション コントロール：例

次に示すのは、Easy VPN サーバでネットワーク アドミッション コントロールがイネーブルになって

いる場合の出力例です。

（注） ネットワーク アドミッション コントロールは、IPsec 仮想インターフェイスが使用されている Easy 
VPN サーバ上に限ってサポートされます。ネットワーク アドミッション コントロールは、仮想テンプ

レート インターフェイス上でイネーブルになり、その仮想テンプレート インターフェイスを使用する

すべての PC クライアントに適用されます。

Router# show running-config

Building configuration...
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Current configuration : 5091 bytes
!
version 12.4
!
hostname Router
!

aaa new-model
!
!
aaa authentication login userlist local
!
aaa authentication eou default group radius
aaa authorization network hw-client-groupname local
aaa accounting update newinfo
aaa accounting network acclist start-stop broadcast group radius
aaa session-id common
!
!
! Note 1: EAPoUDP packets will use the IP address of the loopback interface when sending 
the EAPoUDP hello to the Easy VPN client. Using the IP address ensures that the returning 
EAPoUDP packets come back encrypted and are associated with the correct virtual access 
interface. The ip admission (ip admission source-interface Loopback10) command is 
optional. Instead of using this command, you can specify the IP address of the virtual 
template to be an address in the inside network space as shown in the configuration of the 
virtual template below in Note 2.
ip admission source-interface Loopback10
ip admission name test eapoudp inactivity-time 60
!
!
eou clientless username cisco
eou clientless password cisco
eou allow ip-station-id
eou logging
!
username lab password 0 lab
username lab@easy password 0 lab
!
!
crypto isakmp policy 3
  encr 3des
  authentication pre-share
  group 2
!
!
crypto isakmp key 0 cisco address 10.53.0.1
crypto isakmp client configuration group easy
  key cisco
  domain cisco.com
  pool dynpool
  acl split-acl
  group-lock
  configuration url tftp://10.13.0.9/Config-URL_TFTP.cfg
  configuration version 111
!
crypto isakmp profile vi
    match identity group easy
    client authentication list userlist
    isakmp authorization list hw-client-groupname
    client configuration address respond
    client configuration group easy
    accounting acclist
    virtual-template 2
!
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crypto ipsec security-association lifetime seconds 120
crypto ipsec transform-set set esp-3des esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set aes-trans esp-aes esp-sha-hmac
crypto ipsec transform-set transform-1 esp-des esp-sha-hmac
crypto ipsec profile vi
  set security-association lifetime seconds 3600
  set transform-set set aes-trans transform-1
  set isakmp-profile vi
!
!
crypto dynamic-map dynmap 1
  set transform-set aes-trans transform-1
  reverse-route
!

interface Loopback10
  ip address 10.61.0.1 255.255.255.255
!
interface FastEthernet0/0
  ip address 10.13.11.173 255.255.255.255
  duplex auto
  speed auto
!
interface FastEthernet0/1
  ip address 10.55.0.1 255.255.255.255
  duplex auto
  speed auto
!
!
interface Virtual-Template2 type tunnel
! Note2: Use the IP address of the loopback10. This ensures that the EAPoUDP packets that 
are attached to virtual-access interfaces that are cloned from this virtual template carry 
the source address of the loopback address and that response packets from the VPN client 
come back encrypted.
!
  ip unnumbered Loopback10
! Enable Network Admission Control for remote VPN clients.
  ip admission test
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel protection ipsec profile vi
!
!
ip local pool dynpool 172.16.2.65 172.16.2.70
ip classless
ip access-list extended ClientException
  permit ip any host 10.61.0.1
ip access-list extended split-acl
  permit ip host 10.13.11.185 any
  permit ip 10.61.0.0 255.255.255.255 any
  permit ip 10.71.0.0 255.255.255.255 any
  permit ip 10.71.0.0 255.255.255.255 10.52.0.0 0.255.255.255
  permit ip 10.55.0.0 255.255.255.255 any
!
ip radius source-interface FastEthernet0/0
access-list 102 permit esp any any
access-list 102 permit ahp any any
access-list 102 permit udp any any eq 21862
access-list 102 permit ospf any any
access-list 102 deny ip any any
access-list 195 deny ospf any any
access-list 195 permit ip 10.61.0.0 255.255.255.255 10.51.0.0 255.255.255.255
!
!
radius-server attribute 6 on-for-login-auth
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radius-server attribute 8 include-in-access-req
radius-server host 10.13.11.185 auth-port 1645 acct-port 1646 key cisco
radius-server vsa send accounting
radius-server vsa send authentication
!
end

パスワード エージングの設定：例

次に示すのは、Easy VPN クライアントに対してパスワードが失効しているかどうかを通知するパス

ワード エージング機能の設定例です。

Current configuration : 4455 bytes
!
version 12.4
service timestamps debug datetime msec
service timestamps log datetime msec
no service password-encryption
!
hostname xinl-gateway
!
boot-start-marker
boot system flash c2800nm-advsecurityk9-mz.124-7.9.T
boot-end-marker
!
!
aaa new-model
!
!
aaa authentication login USERAUTH passwd-expiry group radius aaa authorization network 
branch local !
aaa session-id common
!

ip cef

username cisco privilege 15 secret 5 $1$A3HU$bCWjlkrEztDJx6JJzSnMV1 !
!
crypto isakmp policy 1
  encr 3des
  authentication pre-share
  group 2
crypto isakmp client configuration address-pool local dynpool !
crypto isakmp client configuration group branch
  key cisco
  domain cisco.com
  pool dynpool
!
!
crypto ipsec transform-set transform-1 esp-3des esp-sha-hmac !
crypto isakmp profile profile2
   client authentication list USERAUTH
   match identity group branch
   isakmp authorization list branch
   client configuration address respond
   virtual-template 1

crypto ipsec profile vi
  set transform-set transform-1
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interface GigabitEthernet0/0
  description $ETH-LAN$$ETH-SW-LAUNCH$$INTF-INFO-GE 0/0$
  ip address 192.168.1.100 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto
  crypto map dynmap
!
interface GigabitEthernet0/1
  description $ES_LAN$
  ip address 172.19.217.96 255.255.255.0
  duplex auto
  speed auto

!
!interface Virtual-Template1 type tunnel
  ip unnumbered Ethernet0/0
  no clns route-cache
  tunnel mode ipsec ipv4
  tunnel protection ipsec profile vi
!
ip local pool dpool 10.0.0.1 10.0.0.3

!
radius-server host 172.19.220.149 auth-port 1645 acct-port 1646 key cisco radius-server 
vsa send authentication !
control-plane
!
!
end

スプリット DNS：例

次の例は、「101」というスプリット トンネル リストに、ネットワーク 10.168.0.0/16 が含まれている

ことを示すネットワーク情報です。内部 DNS サーバ 10.168.1.1 への DNS 要求を暗号化するには、こ

のネットワーク情報を含める必要があります。

crypto isakmp client configuration group home
key abcd
acl 101
dns 10.168.1.1. 10.168.1.2

show コマンドの出力例

次に示すのは、show コマンドによる出力例です。ここでは、ポリシー グループに 
www.ciscoexample1.com および www.ciscoexample2.com が追加されています。

Router# show running-config | security group

 crypto isakmp client configuration group 831server
 key abcd
 dns 10.104.128.248
 split-dns www.ciscoexample1.com
 split-dns www.ciscoexample2.com
 group home2 key abcd

次に示すのは、show コマンドによる出力例です。ここでは、現在設定されている DNS ビューが表示

されています。

Router# show ip dns view

DNS View default parameters:
Logging is off
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DNS Resolver settings:
  Domain lookup is enabled
  Default domain name: cisco.com
  Domain search list:
  Lookup timeout: 3 seconds
  Lookup retries: 2
  Domain name-servers:
    172.16.168.183
DNS Server settings:
  Forwarding of queries is enabled
  Forwarder addresses:

DNS View ezvpn-internal-view parameters:
Logging is off
DNS Resolver settings:
  Domain lookup is enabled
  Default domain name: 
  Domain search list:
  Lookup timeout: 3 seconds
  Lookup retries: 2
  Domain name-servers:
    10.104.128.248
DNS Server settings:
  Forwarding of queries is enabled
  Forwarder addresses:

次に示すのは、show コマンドによる出力例です。ここでは、現在設定されている DNS ビュー リスト

が表示されています。

Router# show ip dns view-list

View-list ezvpn-internal-viewlist:
  View ezvpn-internal-view:
    Evaluation order: 10
    Restrict to ip dns name-list: 1
  View default:
    Evaluation order: 20

次に示すのは、show コマンドによる出力例です。ここでは、DNS 名リストが表示されています。

Router# show ip dns name-list

ip dns name-list 1
    permit www.ciscoexample1.com
    permit www.ciscoexample2.com

DHCP クライアント プロキシ：例

次に示すのは、show コマンドおよび debug コマンドによる DHCP クライアント プロキシ情報の出力

例です。

show コマンドの出力例

（注） show ip dhcp コマンドを使用するためには、DHCP サーバとして Cisco IOS サーバが使用されている

必要があります。

次に示すのは、show ip dhcp pool コマンドによる DHCP パラメータ情報の出力例です。

Router# show ip dhcp pool
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Pool dynpool :
 Utilization mark (high/low) : 100 / 0
 Subnet size (first/next) : 0 / 0
 Total addresses : 254
 Leased addresses : 1
 Pending event : none
 1 subnet is currently in the pool:
 Current index IP address range Leased addresses

10.3.3.1 - 10.3.3.254 1
 No relay targets associated with class aclass

次に示すのは、show ip dhcp pool コマンドによる DHCP バインディング情報の出力例です。

Router# show ip dhcp binding

Bindings from all pools not associated with VRF:
IP address Client-ID/ Lease expiration Type

Hardware address/User name
10.3.3.5 0065.7a76.706e.2d63. Apr 04 2006 06:01 AM Automatic 
6c69.656e.74

debug コマンドの出力例

次に示すのは、DHCP クライアント プロキシのサポート情報に関するトラブルシューティングを行う

際の debug crypto isakmp コマンドおよび debug ip dhcp server events コマンドの使用例です。

*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP: Config payload REQUEST *Apr  3 06:01:32.047: 
ISAKMP:(1002):checking request:
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    IP4_ADDRESS
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    IP4_NETMASK
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    MODECFG_CONFIG_URL
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    MODECFG_CONFIG_VERSION
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    IP4_DNS
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    IP4_DNS
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    IP4_NBNS
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    IP4_NBNS
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    SPLIT_INCLUDE
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    SPLIT_DNS
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    DEFAULT_DOMAIN
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    MODECFG_SAVEPWD
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    INCLUDE_LOCAL_LAN
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    PFS
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    BACKUP_SERVER
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    APPLICATION_VERSION
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    MODECFG_BANNER
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    MODECFG_IPSEC_INT_CONF
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:    MODECFG_HOSTNAME
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP/author: Author request for group homesuccessfully sent to AAA 
*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:(1002):Input = IKE_MESG_FROM_PEER, IKE_CFG_REQUEST

*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:(1002):Old State = IKE_P1_COMPLETE  New State = 
IKE_CONFIG_AUTHOR_AAA_AWAIT

*Apr  3 06:01:32.047: ISAKMP:(1002):attributes sent in message:
*Apr  3 06:01:32.047:         Address: 10.2.0.0
*Apr  3 06:01:32.047: Requesting DHCP Server0 address 10.3.3.3 *Apr  3 06:01:32.047: 
DHCPD: Sending notification of DISCOVER:
*Apr  3 06:01:32.047:   DHCPD: htype 1 chaddr aabb.cc00.6600
*Apr  3 06:01:32.047:   DHCPD: circuit id 00000000
*Apr  3 06:01:32.047: DHCPD: Seeing if there is an internally specified pool class:
*Apr  3 06:01:32.047:   DHCPD: htype 1 chaddr aabb.cc00.6600
*Apr  3 06:01:32.047:   DHCPD: circuit id 00000000
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*Apr  3 06:01:34.063: DHCPD: Adding binding to radix tree (10.3.3.5) *Apr  3 06:01:34.063: 
DHCPD: Adding binding to hash tree *Apr  3 06:01:34.063: DHCPD: assigned IP address 
10.3.3.5 to client 0065.7a76.706e.2d63.6c69.656e.74.
*Apr  3 06:01:34.071: DHCPD: Sending notification of ASSIGNMENT:
*Apr  3 06:01:34.071:  DHCPD: address 10.3.3.5 mask 255.255.255.0
*Apr  3 06:01:34.071:   DHCPD: htype 1 chaddr aabb.cc00.6600
*Apr  3 06:01:34.071:   DHCPD: lease time remaining (secs) = 86400
*Apr  3 06:01:34.183: Obtained DHCP address 10.3.3.5 *Apr  3 06:01:34.183: 
ISAKMP:(1002):allocating address 10.3.3.5 *Apr  3 06:01:34.183: ISAKMP: Sending private 
address: 10.3.3.5 *Apr  3 06:01:34.183: ISAKMP: Sending subnet mask: 255.255.255.0

cTCP セッション：例

次に示すのは、cTCP セッション情報の debug crypto ctcp コマンドによる出力例です。この中には、

出力結果に関するコメントも含まれています。

Router# debug crypto ctcp

! In the following two lines, a cTCP SYN packet is received from the client, and the cTCP 
connection is created.
*Sep 26 11:14:37.135: cTCP: Connection[648B50C0] 10.76.235.21:3519 10.76.248.239:10000: 
created
*Sep 26 11:14:37.135: cTCP: SYN from 10.76.235.21:3519
! In the following line, the SYN acknowledgement is sent to the client.
*Sep 26 11:14:37.135: cTCP: Sending SYN(680723B2)ACK(100C637) to 10.76.235.21:3519
! In the following two lines, an acknowledgement is received, and connection setup is 
complete. IKE packets should now be received on this newly created cTCP session.
*Sep 26 11:14:37.135: cTCP: Connection[648B50C0] 10.76.235.21:3519 10.76.248.239:10000:  
found
*Sep 26 11:14:37.135: cTCP: ACK from 10.76.235.21:3519
*Sep 26 11:14:37.727: cTCP: Connection[648B50C0] 10.76.235.21:3519 10.76.248.239:10000:  
found
*Sep 26 11:14:37.731: cTCP: updating PEER Seq number to 16828803l
*Sep 26 11:14:37.731: cTCP: Pak with contiguous buffer
*Sep 26 11:14:37.731: cTCP: mangling IKE packet from peer: 10.76.235.21:500->3519 

10.76.248.239:500->500
*Sep 26 11:14:37.731: cTCP: Connection[648B50C0] 10.76.235.21:3519 10.76.248.239:10000:  
found
*Sep 26 11:14:37.799: cTCP: demangling outbound IKE packet: 10.76.248.239:500->500 

10.76.235.21:3519->500
*Sep 26 11:14:37.799: cTCP: encapsulating IKE packet
*Sep 26 11:14:37.799: cTCP: updating LOCAL Seq number to 1745298727l
! The above lines show that after the required number of IKE packets are exchanged, IKE 
and IPsec SAs are created.
*Sep 26 11:14:40.335: cTCP: updating PEER Seq number to 16830431l
*Sep 26 11:14:40.335: cTCP: Pak with particles
*Sep 26 11:14:40.335: cTCP: encapsulating pak
*Sep 26 11:14:40.339: cTCP: datagramstart 0xF2036D8, network_start 0xF2036D8, size 112
*Sep 26 11:14:40.339: cTCP: Pak with contiguous buffer
*Sep 26 11:14:40.339:  cTCP: allocated new buffer
*Sep 26 11:14:40.339: cTCP: updating LOCAL Seq number to 1745299535l
*Sep 26 11:14:40.339: IP: s=10.76.248.239 (local), d=10.76.235.21 (FastEthernet1/1), len 
148, cTCP
! The above lines show that Encapsulating Security Payload (ESP) packets are now being 
sent and received.
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AAA サーバによる VRF の割り当て：例

次に示すのは、VRF も IP アドレスも定義されていない場合の出力例です。

aaa new-model
aaa authentication login VPN group radius
aaa authorization network VPN group radius 
!
ip vrf example1
rd 1:1

!
crypto isakmp profile example1
match identity group example1group
client authentication list VPN
isakmp authorization list VPN
client configuration address respond
virtual-template 10

!
crypto ipsec transform-set TS esp-3des esp-sha-hmac 
!
crypto ipsec profile example1
set transform-set TS 
set isakmp-profile example1

!
interface Virtual-Template10 type tunnel
! The next line shows that neither VRF nor an IP address has been defined.
 no ip address
tunnel mode ipsec ipv4
tunnel protection ipsec profile example1

その他の参考資料
ここでは、EasyVPN サーバ機能に関する関連資料について説明します。

関連資料

内容 参照先

Easy VPN Remote の設定およびその割り当て 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Cisco Easy VPN Remote」の章

IPsec および VPN に関する一般情報 • 『Cisco IOS Security Command Reference』

• 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』
の「IPsec VPN High Availability Enhancements」の章

• 『Configuring NAC with IPsec Dynamic Virtual Tunnel 
Interface』ホワイト ペーパー

IPsec プロトコルのオプションとアトリビュート 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「Configuring Internet Key Exchange for IPsec VPNs」の章

IPsec 仮想トンネル 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「IPsec Virtual Tunnel Interface」の章
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http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/security/command/reference/sec_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_vpn_ha_enhance.html
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6635/products_white_paper0900aecd805092e0.shtml
http://www.cisco.com/en/US/products/ps6635/products_white_paper0900aecd805092e0.shtml
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/sec_secure_connectivity/configuration/guide/sec_key_exch_ipsec.html
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規格

MIB

RFC

ネットワーク アドミッション コントロール 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Securing User Services』
の「Network Admission Control」の章

RRI 『Cisco IOS Security Configuration Guide: Secure Connectivity』の

「IPSec VPN High Availability Enhancements」の章

規格 タイトル

なし –

MIB MIB リンク

なし 選択したプラットフォーム、Cisco IOS ソフトウェア リリース、お

よび機能セットの 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

RFC タイトル

内容 参照先
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シスコのテクニカル サポート

説明 リンク

右の URL にアクセスして、シスコのテクニカル サ
ポートを 大限に活用してください。

以下を含むさまざまな作業にこの Web サイトが役立

ちます。

・テクニカル サポートを受ける

・ソフトウェアをダウンロードする

・セキュリティの脆弱性を報告する、またはシスコ製

品のセキュリティ問題に対する支援を受ける

・ツールおよびリソースへアクセスする

  - Product Alert の受信登録

  - Field Notice の受信登録

  - Bug Toolkit を使用した既知の問題の検索

・Networking Professionals（NetPro）コミュニティ

で、技術関連のディスカッションに参加する

・トレーニング リソースへアクセスする

・TAC Case Collection ツールを使用して、ハードウェ

アや設定、パフォーマンスに関する一般的な問題をイ

ンタラクティブに特定および解決する

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。

http://www.cisco.com/techsupport 
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Easy VPN サーバの機能情報
表 3 に、この機能のリリース履歴を示します。

ご使用の Cisco IOS ソフトウェア リリースによっては、コマンドの中に一部使用できないものがあり

ます。特定のコマンドに関するリリース情報については、コマンド リファレンス マニュアルを参照し

てください。

Cisco Feature Navigator を使用すると、プラットフォームおよびソフトウェア イメージのサポート情

報を検索できます。Cisco Feature Navigator を使用すると、Cisco IOS および Catalyst OS ソフトウェ

ア イメージがサポートする特定のソフトウェア リリース、機能セット、またはプラットフォームを確

認できます。Cisco Feature Navigator には、http://tools.cisco.com/ITDIT/CFN/jsp/index.jsp からアク

セスできます。Cisco.com のアカウントは必要ありません。

（注） 表 3 には、一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースのうち、特定の機能が初めて導入された 
Cisco IOS ソフトウェア リリースだけが記載されています。その機能は、特に断りがない限り、それ以

降の一連の Cisco IOS ソフトウェア リリースでもサポートされます。

表 3 Easy VPN サーバの機能情報

機能名 リリース 機能情報

Easy VPN サーバ 12.2(8)T Easy VPN サーバ機能により、新たに Cisco VPN Client 
Release 3.x 以降のソフトウェア クライアントおよび Cisco 
VPN ハードウェア クライアント（Cisco 800、Cisco 900、
Cisco 1700、VPN 3002、および PIX 501 の各デバイス）

がサーバのサポート対象となりました。Easy VPN サーバ

機能を使用すると、リモート エンド ユーザは、IPsec を使

用して、Cisco IOS VPN ゲートウェイと通信できます。ま

た、一元管理された IPsec ポリシーがサーバからクライア

ント デバイスへ「プッシュ」されることにより、エンド 
ユーザが行うべき設定は 小限に抑えられます。

12.3(2)T 次のコマンドが、新たに導入または変更されました。

RADIUS により、ユーザ プロファイル、ユーザベースの

ポリシー制御、VPN グループ アクセスに対するセッショ

ンのモニタリング、バックアップ ゲートウェイ リスト、

および PFS がサポートされました。

12.3(7)T netmask コマンドが導入され、Easy VPN サーバ上で使用

できるようになりました。

このコマンドの設定方法については、次のセクションを参

照してください。

• 「モード設定プッシュに使用するグループ ポリシー情

報の定義」（P.22）

12.4(2)T
12.2(33)SXH

次の機能が、このリリースで導入されました。

• バナー、自動アップデート、およびブラウザ プロキシ

の拡張機能

12.4(6)T 中央ポリシー プッシュ ファイアウォール ポリシー プッ

シュ機能が追加されました。

12.2(33)SRA この機能は、Cisco IOS Release 12.2(33)SRA に統合され

ました。
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12.4(9)T 次の機能が、このリリースに追加されました。

• DHCP クライアント プロキシ

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。

– 「DHCP クライアント プロキシ」（P.11）

• Easy VPN サーバに対する仮想トンネル インターフェ

イス ユーザ単位アトリビュートのサポート

– 「仮想トンネル インターフェイスのユーザ単位ア

トリビュートのサポート」（P.14）

• スプリット DNS

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。

– 「スプリット DNS」（P.19）

• cTCP

この機能に関する詳細については、次の各項を参照し

てください。

– 「cTCP」（P.19）

– 「cTCP の設定」（P.53）

– 「cTCP セッション：例」（P.73）

• Easy VPN サーバに対するユーザ単位アトリビュート

のサポート

この機能に関する詳細については、次の各項を参照し

てください。

– 「Easy VPN サーバに対するユーザ単位アトリ

ビュートのサポート」（P.15）

– 「ローカル Easy VPN AAA サーバにおけるユーザ

単位アトリビュートの設定」（P.40）

– 「Easy VPN サーバにおけるユーザ単位アトリ

ビュート：例」（P.65）

• AAA サーバによる VRF の割り当て

この機能に関する詳細については、次の各項を参照し

てください。

– 「AAA サーバによる VRF の割り当て」（P.20）

– 「AAA サーバによる VRF の割り当て：例」（P.74）

crypto aaa attribute list、debug ip dns、dhcp-server
（isakmp）、dhcp-timeout、show ip dns name-list, show 
ip dns view、および show ip dns view-list の各コマンドが

導入されました。

crypto isakmp client configuration group コマンドが修正

されました。

表 3 Easy VPN サーバの機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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12.4(11)T DHCP クライアント プロキシ機能に、リモート アクセス 
VPN の管理拡張機能が追加されました。

clear crypto session、crypto isakmp client configuration 
group、debug crypto condition、show crypto 
debug-condition、show crypto isakmp peers、show 
crypto isakmp profile、show crypto isakmp sa、show 
crypto session の各コマンドが変更されました。

Easy VPN サーバの拡張機能 Cisco  IOS 
XE Release 
2.1

この機能は、Cisco ASR 1000 シリーズ ルータに追加され

ました。

表 3 Easy VPN サーバの機能情報 （続き）

機能名 リリース 機能情報
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用語集
AAA：Authentication, Authorization, and Accounting（AAA; 認証、認可、およびアカウンティング）。

ユーザの身元の確認（認証）、リモート アクセス コントロール（認可）、課金、監査、およびレポート

に使用するセキュリティ サーバ情報の収集と送信（アカウンティング）の方式を定めたセキュリティ 
サービスのフレームワークです。

Aggressive Mode（AM; アグレッシブ モード）：Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エ
クスチェンジ）ネゴシエーションを実行する際のモードです。Main Mode（MM; メイン モード）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 ソフトウェアでは、アグレッシブ モードを開始した IKE ピアには、アグ

レッシブ モードで応答します。

AV のペア：アトリビュートと値（Attribute-Value）のペア。認可および認証の追加情報で、

Cisco:AVPair="protocol:attribute=value"  という形式で表されます。

IKE：Internet Key Exchange（IKE; インターネット キー エクスチェンジ）。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 Security Protocol（IPsec; IP セキュリティ プロトコル）。オープン規格のフレームワークで

あり、関与するピア間におけるデータの機密保持、データ整合性、データ認証を実現します。IPsec で
は、これらのセキュリティ サービスが IP レイヤで実現されます。IPsec では、ローカル ポリシーに基

づいたプロトコルやアルゴリズムのネゴシエーションの処理や、IPsec に使用される暗号キーや認証

キーの生成が、IKE を通じて行われます。IPsec は、1 組のホスト間、1 組のセキュリティ ゲートウェ

イ間、またはセキュリティ ゲートウェイとホスト間で 1 つ以上のデータ フローを保護するために使用

できます。

ISAKMP：Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP; インターネット セ
キュリティ アソシエーションおよびキー管理プロトコル）。ペイロード形式、キー交換プロトコルの実

装メカニズム、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：Main Mode（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-sig）、RSA 
暗号（rsa-encr）、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。

policy push：この機能を使用すると、管理者は、Cisco Easy VPN（ソフトウェア）クライアントおよ

び関連するファイアウォール ソフトウェアに対してセキュリティ ポリシーをプッシュできます。

RRI：Reverse Route Injection（RRI; 逆ルート注入）。冗長性やロード バランシングが求められる 
VPN の簡易型ネットワーク設計です。RRI は、ダイナミック クリプト マップとスタティック クリプ

ト マップのどちらを使用する場合でも適用できます。

ダイナミック クリプト マップを使用した場合は、リモート ピアが、（RRI がイネーブルになった）

ルータとの間で IPsec セキュリティ アソシエーションを確立すると、そのリモート ピアにより保護さ

れているサブネットまたはホストごとに、スタティック ルートが作成されます。スタティック クリプ

ト マップを使用した場合は、拡張アクセス リスト ルールの適用対象ごとに、スタティック ルートが作

成されます。

SA：Security Association（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。

VPN：Virtual Private Network（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。

Cisco and the Cisco Logo are trademarks of Cisco Systems, Inc. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. A listing of Cisco's 
trademarks can be found at www.cisco.com/go/trademarks. Third party trademarks mentioned are the property of their respective owners. 
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