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はじめに
このガイドは、次の製品の Secure Sockets Layer（SSL）機能を設定する方法に
ついて説明します。

• Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータの Cisco
ACE アプリケーション コントロール エンジン モジュール（ACE モジュー
ル）

• Cisco ACE 4700 シリーズ アプリケーション コントロール エンジン アプラ
イアンス（ACE アプライアンス）
このマニュアルの情報は、特に記載のない限り、ACE モジュールと ACE アプラ
イアンスの両方に適用されます。

ACE は、次のインターフェイスを使用して設定します。
• コマンドライン インターフェイス（CLI）。ACE の設定、管理、および監視
用のコマンドを提供する行単位のユーザ インターフェイス。

• （ACE アプライアンスのみ）デバイス マネージャ グラフィカル ユーザ イン
ターフェイス（GUI）。ACE アプライアンスの設定、管理、および監視用の
GUI を提供する Web ブラウザ ベースの GUI インターフェイス。
• Cisco Application Networking Manager（ANM）。ACE などのネットワーク
デバイスの監視および設定用のネットワーキング管理アプリケーション。
この「はじめに」の主な構成は次のとおりです。

• 対象読者
• このマニュアルの使い方
• 関連資料
• 記号と表記法
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• マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート

対象読者
このマニュアルは、次のような ACE を設定する責任を持つ、訓練を受けた認定
サービス技術者を対象としています。

• システム管理者
• システム オペレータ

このマニュアルの使い方
このマニュアルは、次の章から構成されています。

章

説明

第 1 章 「概要」

Secure Sockets Layer（SSL）の暗号化およ
び ACE SSL 機能の概要について説明しま
す。

第 2 章 「証明書およびキーの管
理」

ACE 上の SSL 証明書とキー ペア ファイル
の管理方法について説明します。証明書と
キー ペア ファイルのインポートおよびエ
クスポート方法の説明も含まれます。

第 3 章 「SSL 終了の設定」

クライアントとの間で SSL 終了を実行する
ように、ACE を SSL プロキシ サーバとし
て設定する方法について説明します。CRL
および OCSP とのクライアント認証が含ま
れます。

第 4 章 「SSL 開始の設定」

Web サーバとの間で SSL 開始を実行する
ように、ACE を SSL プロキシ クライアン
トとして設定する方法について説明しま
す。

SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
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章

説明

第 5 章 「エンドツーエンド SSL
の設定」

クライアントと Web サーバ間のエンド
ツーエンド SSL ソリューションを提供す
る、SSL 終了と SSL 開始の両方を実行す
る SSL プロキシ クライアントおよび SSL
プロキシ サーバとして ACE を設定する方
法について説明します。

第 6 章 「SSL 情報および統計情
報の表示」

ACE SSL 設定に関連するデータと統計情
報を表示する方法について説明します。

関連資料
ACE には、このマニュアル以外に、次のマニュアルがあります。
マニュアル タイトル

『Administration Guide,
Cisco ACE Application
Control Engine』

説明

ACE で次の管理タスクを実行する方法について説
明します。
• ACE のセットアップ
• リモート アクセスの確立
• ソフトウェア ライセンスの管理
• クラス マップおよびポリシー マップの設定
• ACE ソフトウェアの管理
• SNMP の設定
• 冗長性の設定
• XML インターフェイスの設定
• ACE ソフトウェアのアップグレード

『Application Acceleration （ACE アプライアンスのみ）ACE アプライアンス
and Optimization Guide,
の Web 最適化機能を設定する方法について説明し
Cisco ACE 4700 Series
ます。また、これらの機能の概要と解説も提供し
Application Control
ます。
Engine Appliance』
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マニュアル タイトル

説明

『Cisco Application
Control Engine (ACE)
Configuration Examples
（wiki）』

ロード バランシング、セキュリティ、SSL、ルー
ティングとブリッジング、仮想化などの一般的な
設定例を記載しています。

『Cisco Application
Control Engine (ACE)
Troubleshooting（wiki）』

ACE の処理中に発生する最も一般的な問題のトラ
ブルシューティングを行うための手順や方法を、
wiki 形式で説明します。

『Command Reference,
構文、オプション、関連コマンドなど、CLI コマ
Cisco ACE Application
ンドのアルファベット順のリストおよび説明を
モード別に記載しています。
Control Engine』
CSM-to-ACE Conversion （ACE モジュールのみ）Cisco Content Services
Tool Guide, Cisco ACE
Module（CSM）の実行コンフィギュレーション
Application Control
ファイルまたはスタートアップ コンフィギュレー
ション ファイルを ACE モジュールに移行するた
Engine Module』
めの CSM-to-ACE モジュール変換ツールの使用方
法について説明します。

『CSS-to-ACE Conversion
Tool Guide, Cisco ACE
Application Control
Engine』

Cisco Content Services Switches（CSS）から
ACE への変換ツールを使用して、CCS の実行コ
ンフィギュレーション ファイルまたはスタート
アップ コンフィギュレーション ファイルを ACE
に移動する方法について説明します。

『Device Manager Guide, （ACE アプライアンスのみ）ACE アプライアンス
Cisco ACE 4700 Series
のフラッシュ メモリ上に常駐しているデバイス マ
Application Control
ネージャ GUI を使用して、アプライアンスを設定
および管理するためのブラウザ ベース インター
Engine Appliance』
フェイスを提供する方法について説明します。

『Getting Started Guide,
（ACE モジュールのみ）ACE モジュールの初期
Cisco ACE Application
セットアップおよび設定作業を実行する方法につ
Control Engine Module』 いて説明します。
『Getting Started Guide,
Cisco ACE 4700 Series
Application Control
Engine Appliance』

（ACE アプライアンスのみ）ACE アプライアンス
デバイス マネージャ GUI と CLI を使用して、初
期設定および設定タスクを実行する方法について
説明します。
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マニュアル タイトル

『Hardware Installation
Guide, Cisco ACE 4710
Application Control
Engine Appliance』

説明
（ACE アプライアンスのみ）ACE アプライアンス
の取り付けについて説明します。

『Installation Note, Cisco （ACE モジュールのみ）Catalyst 6500 シリーズ ス
ACE Application Control イッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータへの
Engine ACE30 Module』 ACE モジュールの取り付けについて説明します。
『Regulatory Compliance
and Safety Information,
Cisco ACE 4710
Application Control
Engine Appliance』

（ACE アプライアンスのみ）ACE アプライアンス
の適合規格および安全に関する情報。

『Release Note, Cisco ACE
4700 Series Application
Control Engine
Appliance』

（ACE アプライアンスのみ）ACE アプライアンス
の操作上の考慮事項、警告、およびコマンドライ
ン インターフェイス（CLI）に関する情報を提供
します。

『Release Note, Cisco ACE （ACE モジュールのみ）ACE モジュールの操作上
Application Control
の考慮事項、警告、およびコマンドライン イン
ターフェイス（CLI）に関する情報を提供します。
Engine Module』
『Routing and Bridging
Guide, Cisco ACE
Application Control
Engine』

ACE 上で次のルーティング タスクとブリッジング
タスクを実行する方法について説明します。

• （ACE アプライアンスのみ）イーサネット
ポート

• VLAN インターフェイス
• IPv6（IPv4 ネットワークの IPv6、IPv6 ヘッ
ダー形式、IPv6 アドレッシング、およびサ
ポートされるプロトコルへの変換を含む）

• ルーティング
• ブリッジング
• Dynamic Host Configuration Protocol
（DHCP）
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マニュアル タイトル

『Security Guide, Cisco
ACE Application Control
Engine』

説明

ACE の次のセキュリティ設定タスクを実行する方
法について説明します。
• セキュリティ アクセス コントロール リスト
（ACL）
• Terminal Access Controller Access Control
System Plus（TACACS+）、Remote
Authentication Dial-In User Service
（RADIUS）、または Lightweight Directory
Access Protocol（LDAP）サーバを使用した
ユーザ認証およびアカウンティング

• アプリケーション プロトコルおよび HTTP
ディープ パケット インスペクション

• TCP/IP の正規化および終了パラメータ
• ネットワーク アドレス変換（NAT）
『Server Load-Balancing
Guide, Cisco ACE
Application Control
Engine』

ACE 上でのサーバ ロード バランシング機能の設
定方法について説明します。

• 実サーバおよびサーバ ファーム
• サーバ ファーム内の実サーバへのトラフィッ
クをロード バランスするためのクラス マップ
とポリシー マップ

• サーバ ヘルス モニタリング（プローブ）
• Stickiness
• 動的ワークロード スケーリング（DWS）
• ファイアウォール ロード バランシング
• TCL スクリプト
『System Message Guide,
Cisco ACE Application
Control Engine』

ACE 上でのシステム メッセージ ロギングの設定
方法について説明します。また、このマニュアル
では、ACE で生成される system log（syslog）メッ
セージを列挙して説明します。
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説明

『Upgrade/Downgrade
（ACE アプライアンスのみ）ACE アプライアンス
Guide, Cisco ACE 4700
ソフトウェアのアップグレードまたはダウング
Series Application Control レードを実行する方法について説明します。
Engine Appliance』
『User Guide, Cisco

Cisco Application Networking Manager（ANM）
の使用方法について説明します。これは、ACE を
含むネットワーク デバイス監視および設定用の
ネットワーキング管理アプリケーションです。

『Virtualization Guide,
Cisco ACE Application
Control Engine』

ACE をシングル コンテキストまたはマルチ コン
テキストで動作させる方法について説明します。

Application Networking
Manager』

記号と表記法
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

表記法

説明

太字フォント

コマンド、コマンド オプションおよびキーワードは太
字で示しています。また、太字は段落内のコマンドも
表しています。

イタリック体

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体で表記さ
れています。イタリック体は、初出の新しい用語、書
籍のタイトル、強調するテキストを表します。

{ }

必須の引数およびキーワードを囲みます。

[ ]

オプションの引数およびキーワードを囲みます。

{x | y | z}

どれか 1 つを選択しなければならない必須キーワード
は、波カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

[x | y | z]

どれか 1 つを選択できる省略可能なキーワードは、角
カッコで囲み、縦棒で区切って示しています。

string

引用符を付けない一組の文字。string の前後には引用符
を使用しません。引用符を使用すると、その引用符も
含めて string とみなされます。
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説明

screen フォント

システムが表示する端末セッションおよび情報は、
screen フォントで示しています。

太字の screen フォン

ユーザがコマンドラインに入力しなければならない情
報は、太字の screen フォントで示しています。

ト

イタリック体の
screen フォント
^

< >

ユーザが値を指定する引数は、イタリック体の screen
フォントで示しています。

^ 記号は、Ctrl キーを表します。たとえば、画面に表示
される ^D というキーの組み合わせは、Ctrl キーを押し
ながら D キーを押すことを意味します。
パスワードのように出力されない文字は、山カッコ（<

>）で囲んで示しています。
このマニュアルでは、次の表記法を使用しています。

（注） 「注釈」です。役立つ情報や、このマニュアル以外の参照資料などを紹介してい
ます。

注意

「要注意」の意味です。機器の損傷またはデータ損失を予防するための注意事
項が記述されています。

ACE CLI の構文の書式とナビゲーションの詳細については、『Command
Reference, Cisco ACE Application Control Engine』を参照してください。

マニュアルの入手方法およびテクニカル サポート
マニュアルの入手方法、テクニカル サポート、その他の有用な情報について、
次の URL で、毎月更新される『What's New in Cisco Product Documentation』
を参照してください。シスコの新規および改訂版の技術マニュアルの一覧も示さ
れています。

http://www.cisco.com/en/US/docs/general/whatsnew/whatsnew.html
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CHAPTER

1

概要

（注）

この章の情報は、特に記載のない限り、ACE モジュールと ACE アプライアンス
の両方に適用されます。この章で説明する機能は、特に記載のない限り、IPv4
と IPv6 に適用されます。

Secure Sockets Layer（SSL）は、インターネットの暗号化テクノロジーを提供
するアプリケーション層プロトコルです。SSL は、プライバシー、認証、およ
びデータ整合性を組み合わせることで、クライアントとサーバの間のデータ転送
のセキュリティを確保します。SSL は、このアプリケーション レベルのセキュ
リティの実現に、証明書および秘密キーと公開キーのキー交換ペアを使用しま
す。
この章の内容は、次のとおりです。

• SSL 暗号化の概要
• ACE SSL 機能
• ACE SSL 機能
• ACE SSL 設定の前提条件

SSL 暗号化の概要
Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン は特別なセットの SSL コ
マンドを使用して、クライアントとサーバ間の SSL 暗号化機能を実行します。
SSL 機能には、サーバ認証、秘密キーおよび公開キー生成、証明書管理、デー
タ パケット暗号化および復号化が含まれます。
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ACE は、SSL バージョン 3.0 および Transport Layer Security（TLS）バージョ
ン 1.0 をサポートします。ACE は、ハイブリッド 2/3 hello メッセージと呼ばれ
る SSL バージョン 2.0 ClientHello メッセージを理解して受け取るため、デュア
ルバージョンのクライアントによる ACE との通信が可能になります。クライア
ントがバージョン 2.0 ClientHello で SSL バージョン 3.0 を示している場合、
ACE は、クライアントが SSL バージョン 3.0 をサポートできると理解して、
バージョン 3.0 ServerHello メッセージを返します。
（注）

クライアントが SSL バージョン 2.0 だけをサポートする場合、ACE はネット
ワーク トラフィックを渡すことができません。

ACE の一般的な SSL セッションでは、セキュア接続を確立して維持するために
暗号方式が必要です。暗号スイートは、キー交換、認証、メッセージ認証コード
（MAC）を実行するために ACE が必要とする暗号化アルゴリズムを提供しま
す。サポートされる暗号スイートの詳細については、第 3 章 「SSL 終了の設定」
の「暗号スイートの追加」の項を参照してください。
ここでは、ACE で実装される SSL 暗号化の概要について説明します。次のト
ピックが含まれます。

• SSL 公開キー インフラストラクチャ
• SSL ハンドシェイク

SSL 公開キー インフラストラクチャ
SSL は、公開キー インフラストラクチャ（PKI）の認証、暗号化、およびデー
タの整合性を提供します。PKI はデバイス間のセキュアな情報交換を確立する一
連のポリシーおよび手順です。非対称暗号化で使用される PKI は、3 種類の基本
要素で特徴付けられます。

• 機密性
• 認証
• メッセージ整合性
これらの 3 つの要素は、社内イントラネットからインターネット ベースの e- ビ
ジネス アプリケーションまで、事実上すべてのタイプの電子商取引を構築する
ことを目的として、e- コマースおよび信頼できる環境を導入するためのセキュア
なシステムを提供します。
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機密性
機密性によって、意図しないユーザがデータを参照できないようにします。PKI
では、機密性はさまざまな方法でデータを暗号化することによって実現されま
す。SSL では特に、2 つのエンドポイントでのみ認識されている 1 つ以上の対称
キーを使用して、大量のデータが暗号化されます。対称キーは通常、1 つのエン
ドポイントによって生成されるため、もう一方のエンドポイントに安全に転送す
る必要があります。ACE では、ACE とその SSL ピア間の対称キーの安全な転
送のために、キー交換メカニズムの使用がサポートされます。
キー交換では、一方のデバイスが対称キーを生成し、これを自身の SSL ピアに
転送する前に非対称暗号化スキームを使用して暗号化します。非対称暗号化で
は、各デバイスに公開キーと秘密キーで構成される一意のキー ペアが存在する
必要があります。2 つのキーは数学的に関連付けられます。公開キー / 秘密キー
を使用して暗号化されるデータは、対応する秘密キー / 公開キーを使用した場合
だけ復号化できます。デバイスは自身の SSL ピアと公開キーを共有しますが、
秘密キーは公開せずにおく必要があります。
非対称暗号化のセキュリティは、オーナー以外のいかなる当事者にも秘密キーが
知られていないという事実に全面的に依存しています。何らかの理由でこのキー
のセキュリティが損なわれた場合、不正な Web ユーザ（または Web サイト）に
よって、対称キーとデータ転送全体を含むストリームが復号化される可能性があ
ります。最も一般的に使用されるキー交換アルゴリズムは、Rivest Shamir
Adelman（RSA）アルゴリズムです。

SSL の場合、受信者の秘密キーが転送を復号化できる唯一のキーとなるように
するために、送信者は受信者の公開キーで対称キーを暗号化します。

認証
認証は、交換において 1 つ以上のデバイスが、他のデバイスの ID を確認できる
ようにします。たとえば、クライアントが e- コマース Web サイトに接続してい
るとします。クレジット カード番号などの機密情報を送信する前に、クライア
ントはサーバが正当な e- コマース Web サイトであることを確認します。トラン
ザクションを開始する前に、クライアントとサーバの両方で相互認証が必要な場
合があります。2 つの銀行間の金融トランザクションでは、クライアントおよび
サーバの両方で相手のアイデンティティを認識している必要があります。SSL
はデジタル証明書を使用して、この認証を容易にします。
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デジタル証明書とは、サーバの ID をクライアントに証明する、またはオプショ
ンでクライアントの ID をサーバに証明するデジタル識別の一形式のことです。
証明書は、識別情報が正しいことと、証明書に埋め込まれた公開キーが実際にそ
のクライアントまたはサーバに属することを確認します。
認証局（CA）は、セキュリティを保障するために、公開キーと秘密キーの暗号
化を使用する PKI コンテキストでデジタル証明書を発行します。CA は、認証を
検証するために証明書に署名する信頼できる認証局です。デジタル証明書には、
次の情報が含まれます。

• オーナーの詳細（証明書サブジェクト）
• CA の詳細（証明書の発行元）
• 証明書サブジェクトの公開キー
• 証明書の有効性と有効期限
• 証明書に関連付けられた権限
証明書の発行元として、CA は秘密キーを使用して証明書に署名します。証明書
を受け取ると、クライアントは発行元の公開キーを使用して証明書の署名を復号
化および確認します。この手順により、証明書が権限のある機関によって実際に
発行され署名されていることを確認します。
公開キー証明書は証明書の階層をサポートします。CA は、署名付き証明書を発
行する責任を共有する子機関の階層を作成します。階層の最上位にある CA は
ルート認証局と呼ばれます。階層の各レベルがその下のレベルを認証し、証明書
チェーン と呼ばれる信頼関係の階層を作成します。このプロセスにより、証明
書を確認しているエンティティは、必要に応じて、ルート認証局まで遡って証明
書を追跡し、その証明書によって信頼される階層内の CA を特定できます。
証明書は、期限切れになるまで、または CA によって取り消されるまで有効で
す。CA が証明書を取り消すと、その CA が以前に発行して無効になったすべて
の証明書が含まれる証明書失効リスト（CRL）にその証明書が追加されます。

ACE に接続されたクライアントまたはサーバは、同じ CA から、または信頼関
係の階層に含まれる異なる CA（例：A は B を信頼し、B は C を信頼している場
合、A は C を信頼している）から発行された信頼できる証明書を備えている必
要があります。
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メッセージ整合性
メッセージ整合性は、メッセージ受信者に対し、メッセージの内容が送信中に改
ざんされていないことを保証します。メッセージ整合性を保障するために、SSL
はデータを送信する前にメッセージ ダイジェストを適用します。メッセージ ダ
イジェストは、任意の長さのメッセージを取得し、そのメッセージの特性を示す
固定長の文字列を出力します。
メッセージ ダイジェストの重要な特性は、反転が非常に困難であることです。
メッセージを送信する前にそのメッセージのダイジェストを付けるだけでは、整
合性を確保するために十分ではありません。攻撃者がメッセージを変更して、そ
の内容に応じてダイジェストを変更する可能性があります。

SSL ピア間で交換される各メッセージは、SHA または MD5 などのハッシュ ア
ルゴリズムを使用して計算できるメッセージ認証コード（MAC）によって保護
されています。MAC は、秘密の値、送信される実際のデータ、およびシーケン
ス番号を含む、複数データのハッシュ値です。シークレット値は書き込みセッ
ション キーです。シーケンス番号は 32 ビット カウンタ値です。このデータは、
MAC を取得するために、ハッシュ アルゴリズムによって処理されます。メッ
セージの受信時に、受信者は読み取りセッション キーと予測されるシーケンス
番号を使用して MAC を確認し、受信データに対してハッシュを計算します。2
つのハッシュ値が一致しない場合、データ ストリームは何らかの形で変更され
ています。

SSL ハンドシェイク
クライアントおよびサーバは、SSL ハンドシェイク プロトコルを使用して、2
つのデバイス間で SSL セッションを確立します。ハンドシェイク時に、クライ
アントおよびサーバは、安全なセッション中に使用する SSL パラメータをネゴ
シエートします。図 1-1 に、SSL ハンドシェイク時に発生するクライアントお
よびサーバのアクションを示します。

（注）

ACE では、SSL やその他の終端（プロキシ）接続がアクティブ コンテキストか
らスタンバイ コンテキストに複製されることはありません。

SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
OL-25330-01-J

1-5

第1章

概要

SSL 暗号化の概要

図 1-1

SSL ハンドシェイク

SSL ࢡࣛࣥࢺ

SSL ࢧ࣮ࣂ

ClientHello
ServerHello
Certificate
ServerHelloDone
ClientKeyExchange
ChangeCipherSpec
ChangeCipherSpec
Finished

119227

Finished

表 1-1 では、SSL ハンドシェイク時にクライアントとサーバ間で実行されるア
クションについて説明します。
表 1-1

SSL ハンドシェイク アクション

ステッ
プ
メッセージ

アクション

1

ClientHello

2

ServerHello

サーバは SSL セッション時に使用する SSL パラ
メータを含む ServerHello メッセージで応答しま
す。

3

Certificate

サーバは、クライアントに公開キー証明書を送
信します。

4

ServerHelloDone

サーバは SSL ネゴシエーションの一部を完了し
ます。

5

ClientKeyExchange

クライアントは、サーバの公開キーを使用して
暗号化されたセッション キー情報を送信します。

クライアントが SSL セッション中にが使用する
SSL パラメータを提案する ClientHello メッセー
ジを送信してハンドシェイクを開始します。
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表 1-1

SSL ハンドシェイク アクション （続き）

ステッ
プ
メッセージ

アクション

6

ChangeCipherSpec

クライアントは、サーバが将来送信するメッ
セージすべてに対して、ネゴシエートされた
SSL パラメータをアクティブ化するようにサー
バに指示します。

7

Finished

クライアントは、SSL ネゴシエーションが成功
したことを確認するようにサーバに指示します。

8

ChangeCipherSpec

サーバは、クライアントが将来送信するメッ
セージすべてに対して、ネゴシエートされた
SSL パラメータをアクティブ化するようにクラ
イアントに指示します。

9

Finished

サーバは、SSL ネゴシエーションが成功したこ
とを確認するようにクライアントに指示します。

ACE SSL 機能
表 1-2 では ACE の SSL 機能について説明します。
表 1-2

ACE SSL 機能

SSL 機能

ACE でサポートされる機能タイプまたは仕様

SSL バージョン

• SSL バージョン 3.0 および Transport Layer
Security（TLS）バージョン 1.0
• SSL バージョン 2.0 ClientHello メッセージ（ハ
イブリッド 2/3 hello）

公開キー交換アルゴリズ
ム
暗号化タイプ

RSA：512 ビット、768 ビット、1024 ビット、
1536 ビット、2048 ビット
• データ暗号規格（DES）
• Triple-Strength データ暗号規格（3DES）
• RC4
• AES
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表 1-2

ACE SSL 機能 （続き）

SSL 機能
ハッシュ タイプ

ACE でサポートされる機能タイプまたは仕様
• SSL MAC-MD5
• SSL MAC-SHA1
• SHA-224
• SHA-256
• SHA-384
• SHA-512

暗号スイート

• RSA_WITH_RC4_128_MD5
• RSA_WITH_RC4_128_SHA
• RSA_WITH_DES_CBC_SHA
• RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
• RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
• RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
• RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5
• RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA
• RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA
• RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
• RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

デジタル証明書

認証局（CA）の主要なデジタル証明書すべてをサ
ポートします。次のものが含まれます。

• VeriSign
• Entrust
• Netscape iPlanet
• Windows 2000 Certificate Server
• Thawte
• Equifax
• Genuity
証明書の最大数

4096
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表 1-2

ACE SSL 機能 （続き）

SSL 機能

ACE でサポートされる機能タイプまたは仕様

証明書ファイルまたは
（ACE モジュール のみ）32 KB
キー ファイルの最大サイ
（ACE アプライアンス のみ）無制限（フラッシュ
ズ
ディスクの容量は超えられません）
キー ペアの最大数
同時 SSL 接続の最大数

4096
（ACE モジュール のみ）250,000
（ACE アプライアンス のみ）100,000

秒あたりの SSL トラン （ACE モジュール のみ）1000 TPS（デフォルト）。
ザクション（TPS）の最 30,000 TPS には、オプションのバンドル ライセン
大数
スが必要です。
（ACE アプライアンス のみ）100 TPS（デフォル
ト）。
オプションのバンドル ライセンスを使用して、TPC
の最大数を増やすことができます。

ACE ライセンス オプションの詳細については、
『Administration Guide, Cisco ACE Application
Control Engine』のマニュアルを参照してください。
（ACE モジュール のみ） 6 Gbps
SSL 帯域幅の最大量
（ACE アプライアンス の 1000 Mbps
み）SSL スループット
（ACE アプライアンス の 1 Gbps
み）SSL バルク暗号化
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ACE SSL 機能
ACE は、クライアントとサーバ間のすべてのユーザ認証、公開 / 秘密キー生成、
証明書管理、パケットの暗号化および復号化を行います。
複数のコンテキスト（仮想 ACE デバイス）に ACE を分割できます。証明書お
よびキー ファイルによって各コンテキストを設定します。コンテキストは SSL
ピアとの SSL セッションを確立する必要があります。ACE は、作成される各コ
ンテキストに関連付けられた証明書とキーを格納するために、フラッシュ メモ
リ内に安全なストレージ エリアを作成します。

ACE とその SSL ピアとの間の SSL セッションを確立して維持するために、
ACE は、受信するトラフィックにポリシー マップを適用します。トラフィック
特性が特定のポリシー マップの属性に一致する場合、ACE はポリシー マップに
関連付けられたアクションを実行します。
ポリシー マップの定義方法に応じて、SSL セッション中にクライアントまたは
サーバとして動作するように ACE を設定できます。図 1-2 では、ACE を使用し
た 3 種類の基本 SSL 設定を示します。ここでは、クライアントとサーバ間の
データの暗号化と復号化に ACE が使用されます。
図 1-2

ACE SSL アプリケーション
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次の項では、3 つの ACE SSL アプリケーションの概要を示します。

• SSL 終了
• SSL 開始
• エンドツーエンド SSL

SSL 終了
SSL 終了は、クライアントと通信する SSL サーバとして ACE が動作する、フロ
ントエンド アプリケーションの ACE コンテキストの設定を示します。ACE と
クライアント間のフローを定義するためにレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー
マップを作成すると、ACE は、Web ブラウザ（クライアント）と HTTP 接続
（サーバ）間のセキュリティ サービスを追加することにより、仮想 SSL サーバと
して動作します。クライアントからのすべてのインバウンド SSL フローは ACE
で終わります。
接続が終了したら、ACE はクライアントからの暗号文を復号化し、そのデータ
をクリア テキストとして HTTP サーバに送信します。SSL 終了のための ACE
の設定の詳細については、第 3 章 「SSL 終了の設定」を参照してください。

SSL 開始
SSL 開始は、SSL サーバと通信するクライアントとして ACE が動作する、バッ
クエンド アプリケーションの ACE コンテキストの設定を示します。ACE と
SSL サーバ間のフローを定義するためにレイヤ 7 ポリシー マップを作成すると、
ACE はクライアントとして機能し、ACE とサーバ間の SSL セッションを開始
します。SSL 開始により、ACE はクライアントからクリア テキストを受信する
ことが可能になり、その後、SSL サーバとの SSL セッションを確立し、SSL
サーバ接続にクライアント接続を組み合わせることができます。ACE は、クラ
イアントから受け取るクリア テキストを暗号化して、そのデータを暗号文とし
て SSL サーバに送信します。SSL サーバは、SSL 終了（仮想 SSL サーバ）また
は実 SSL サーバ（Web サーバ）のいずれかに設定された ACE にすることがで
きます。
SSL サーバからのアウトバウンド フローでは、ACE は、サーバからの暗号文を
復号化して、クリア テキストをクライアントに返します。

SSL 開始のための ACE の設定の詳細については、第 4 章 「SSL 開始の設定」
を参照してください。
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エンドツーエンド SSL
エンドツーエンド SSL は、SSL 終了と SSL 開始の両方のための ACE コンテキ
ストの設定を示します。クライアント、ACE、および SSL サーバ間でセキュア
な SSL チャネルを確立することを必要とするアプリケーションがある場合、エ
ンドツーエンド SSL 用に ACE を設定できます。たとえば、銀行間のトランザク
ションでは、クライアントとサーバ間で交換される財務情報を保護するためにエ
ンドツーエンド SSL が必要です。
また、エンドツーエンド SSL では、ACE は、ロード バランシングおよびセキュ
リティ情報をデータに挿入することもできます。ACE は、受け取った暗号文を
復号化して、ロード バランシングおよびファイアウォール情報をクリア テキス
トに挿入します。次に、ACE はこのデータを再び暗号化して、指定された宛先
に暗号文を渡します。
エンドツーエンド SSL 開始のための ACE の設定の詳細については、第 5 章
「エンドツーエンド SSL の設定」を参照してください。

ACE SSL 設定の前提条件
SSL オペレーション用に ACE を設定する前に、まずサーバ ロード バランシン
グ（SLB）用に設定する必要があります。SLB の設定プロセス中に、次の設定
オブジェクトを作成します。
• レイヤ 7 クラス マップ
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップ
• レイヤ 7 ポリシー マップ
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ

SLB を設定してから、このマニュアルで説明した SSL 終了、SSL 開始、または
エンドツーエンド SSL 用の SSL 設定要件に合わせて、既存の SLB クラス マッ
プとポリシー マップを変更します。

SLB 用に ACE を設定するには、『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE
Application Control Engine』を参照してください。
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大きい SSL レコードと小さい MSS での SSL の
動作
SSL レコードのサイズが大きく、TCP 最大セグメント サイズ（MSS）が小さい
組み合わせでは、TCP ウィンドウ サイズがゼロになることが原因で、ACE SSL
スループットが非常に遅くなる可能性があります。この動作は、次の SSL 設定
のいずれかで発生する可能性があります。

• SSL 終了
• SSL 開始
• エンドツーエンド SSL（SSL 終了と SSL 開始の組み合わせ）
この動作の理由は、データを暗号化または復号化する前に、ACE がバッファさ
れた SSL レコードすべてを受信する必要があるためです。ローカル インター
フェイス MSS が過度に低く設定されている場合、ACE がレコード全体を受信す
る前に、大きい SSL レコードがすべての利用可能なバッファを使用してしまい、
TCP ウィンドウ サイズがゼロであることがアドバタイズされ、送信者は追加パ
ケットの送信を停止します。set tcp buffer-share コマンドの値も過度に低く設
定されていると、問題は悪化し、短時間でウィンドウ サイズがゼロになります。
実際の決定要因は、パスの最大伝送単位（PMTU）、またはパケットのパス上の
最少 MTU です。

SSL を ACE と使用する場合は、デフォルトのバッファ共有値（32768）より小
さい値を設定しないようにします。デフォルト値では十分でない場合は、大きい
SSL レコードや小さい MSS に合わせてより多くのバッファを使用できるように
するために、set tcp buffer-share の値を増やすことができます。
たとえば、160 MSS（200 MTU）の場合、最大サイズの SSL レコードを作成す
るために、103 バッファ（16,400 バイトの最大 SSL レコード サイズを 160 で除
算）が必要になります。TCP に関する限り、103 バッファでは 57,736 バイトを
保持できます。したがって、バッファ共有値は、SSL 接続を継続するために少
なくとも 57736 である必要があります。異なる MSS と MTU サイズには、異な
るバッファ共有の値を設定する必要があります。

set tcp buffer-share コマンドの詳細については、『Security Guide, Cisco ACE
Application Control Engine』を参照してください。
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2

証明書およびキーの管理

（注）

この章の情報は、特に記載のない限り、ACE モジュールと ACE アプライアンス
の両方に適用されます。この章で説明する機能は、特に記載のない限り、IPv4
と IPv6 に適用されます。
この章では、インポートとエクスポートの機能を使用して、Cisco ACE アプリ
ケーション コントロール エンジン でさまざまな証明書および RSA キー ペア
ファイルを管理する方法を説明します。また、認証局（CA）から証明書を取得
するために証明書署名要求（CSR）を作成して送信するプロセスについても説
明します。
この章の内容は、次のとおりです。

• SSL デジタル証明書とキー ペア
• ACE のサンプル証明書とキー ペアの使用
• キー ペアおよび証明書署名要求の生成
• グローバル サイト証明書の準備
• 証明書とキー ペア ファイルのインポートまたはエクスポート
• SSL 証明書のアップグレード
• キー ペアと比較した証明書の確認
• 証明書とキー ペア ファイルの削除
• チェーン グループの作成
• 認証のための証明書グループの設定
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SSL デジタル証明書とキー ペア
デジタル証明書とキー ペアは、ユーザを認証するためのデジタル識別情報の一
種です。VeriSign や Thawte などの CA は、公開キーの有効性を証明する証明書
を発行します。クライアント証明書またはサーバ証明書には、次の識別情報属性
があります。

• CA（証明書発行者）の名前と CA のデジタル署名
• シリアル番号
• 証明書で認証されるクライアントまたはサーバの名前（証明書サブジェク
ト）

• サブジェクトの公開キー
• 証明書の有効期限を示すタイム スタンプ

CA には、SSL 証明書と証明書失効リスト（CRL）を作成するために使用する 1
つ以上の署名証明書があります。各署名証明書には、CA 署名の作成に使用され
る照合秘密キーがあります。CA は（公開キーが組み込まれている）署名証明書
を公開するため、SSL 証明書または CRL が実際に特定の CA により署名された
ものであることを確認する場合には、この署名証明書にアクセスし使用すること
ができます。

ACE では、次のアプリケーション用に証明書および対応するキー ペアが必要で
す。

• SSL 終了：ACE が SSL プロキシ サーバとして動作し、クライアントとの間
の SSL セッションを終端します。SSL 終了の場合、サーバ証明書および対
応するキー ペアを取得する必要があります。

• SSL 開始：ACE がクライアントとして動作し、SSL サーバとの間の SSL
セッションを開始します。SSL 開始ではクライアント証明書および対応する
キー ペアを使用できますが、SSL サーバでクライアント認証が有効でない
限り、必要ではありません。

（注）

ACE は、サーバ証明書とクライアント証明書としてではなく、認証局（CA）と
してのみ、4096 の証明書と 4096 のキー ペアをサポートします。また、ワイル
ドカードの証明書もサポートします。
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2 台のデバイスが SSL セッションを確立するために、RSA キー ペアは、SSL ハ
ンドシェイク時に ACE とそのピアで必要です。キー ペアとは、公開キーおよび
それに対応する秘密キーを意味します。ハンドシェイク時に RSA キー ペアを使
用してセッション キーが暗号化され、そのセッション キーは、ハンドシェイク
のあと両方のデバイスがデータを暗号化するために使用します。

SSL ハンドシェイク プロセスの詳細については、第 1 章「概要」の「SSL ハン
ドシェイク」の項を参照してください。

SSL 終了と SSL 開始用に ACE を設定する前に、デジタル証明書および対応する
公開キーと秘密キー ペアを、必要な ACE コンテキストにインポートします。
冗長構成では、ACE で、アクティブ コンテキスト内に存在する SSL 証明書およ
びキー ペアとフォールト トレラント（FT）グループのスタンバイ コンテキスト
の同期は行われません。ACE で設定の同期が実行され、スタンバイで必要な証
明書とキーが見つからなかった場合は、設定同期が失敗して、スタンバイ コン
テキストが STANDBY_COLD ステートに移行します。
スタンバイ コンテキストに証明書とキーをコピーするには、crypto export コマ
ンドを使用して、アクティブ コンテキストから FTP または TFTP サーバに証明
書とキーをエクスポートしてから、crypto import コマンドを使用して、スタン
バイ コンテキストに証明書とキーをインポートします。また、アクティブ コン
テキストに証明書をインポートするときに使用したのと同じ方法で、スタンバイ
コンテキストに証明書とキーを直接インポートすることもできます。この 2 番目
の方法は、証明書とキーがエクスポート不可能としてアクティブ コンテキスト
にインポートされた場合に必要です。証明書とキーのインポートおよびエクス
ポートに関する詳細については、「証明書とキー ペア ファイルのインポートまた
はエクスポート」を参照してください。
この場合、スタンバイ コンテキストを STANDBY_HOT ステートに戻すには、
必要な SSL 証明書とキーをスタンバイ コンテキストにインポートしてから、FT
グループのアクティブ コンテキスト内のコンフィギュレーション モードで、次
のコマンドを入力して、アクティブ コンテキスト設定のバルク同期を実行しま
す。

1. no ft auto-sync running-config
2. ft auto-sync running-config
冗長性の詳細については、『Administration Guide, Cisco ACE Application
Control Engine』を参照してください。
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証明書および対応するキー ペアがない場合は、ACE を使用して、RSA キー ペ
ア（2048 ビットまで）と証明書署名要求（CSR）を生成できます。CA に証明
書を申請する必要がある場合は、CSR を作成できます。CA は CSR に署名し、
認証したデジタル証明書を返します。

ACE は、サンプル証明書およびキー ペア ファイルをデモ目的でも提供します。
これらのファイルの詳細については、「ACE のサンプル証明書とキー ペアの使
用」の項を参照してください。

（注）

キー ペアの生成時や証明書のインポート時に強力なセキュリティ ポリシーを実
施するには、ACE のユーザ ロールを理解する必要があります。ユーザ ロールの
詳細については、
『Virtualization Guide, Cisco ACE Application Control Engine』
を参照してください。
図 2-1 は、ACE 用に RSA キー ペアと SSL 証明書を設定する方法の概要を示し
ます。
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図 2-1

SSL キーおよび証明書の設定の概要
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┠ⓗࡢࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࡢ EXEC ࣮ࣔࢻ࡛ࠊRSA ⛎ᐦ࣮࢟/
බ㛤࣮࢟ ࣌ࢆసᡂࡋࡲࡍࠋ
ACE ࡣḟࡢ┠ⓗ࣮࢟ ࣌ࢆ⏝ࡋࡲࡍࠋ
̽ CSR ࢆ⏕ᡂࡍࡿ
̽ ࢹࢪࢱࣝ⨫ྡࢆసᡂࡍࡿ
̽ ࣆࡢ SSL ࣁࣥࢻࢩ࢙ࢡࣃࢣࢵࢺ ࢹ࣮ࢱࢆᬯྕࡍࡿ

๓ࡢ
ᡭ㡰ࡢ࣮࢟ ࣌
ࣇࣝࢆ⏝ࡋ࡚సᡂࡉࢀࡓ
᪤Ꮡࡢ SSL
ド᫂᭩ࡀ࠶ࡿࠋ

Yes

No

CSR 㐺⏝ࡉࢀࡿ㆑ูྡࡢᒓᛶࢆ
ᐃ⩏ࡍࡿ CSR ࣃ࣓࣮ࣛࢱ ࢭࢵࢺࢆసᡂࡋࡲࡍࠋ

SSL ド᫂᭩㐺⏝ࡍࡿ CSR ࢆసᡂࡋࡲࡍࠋ
CSR ࡣ RSA ࣮࢟ ࣌ ࣇࣝྡࡀྵࡲࢀࡲࡍࠋ

CSR ࢆ CA Web ࣮࣋ࢫ ࣉࣜࢣ࣮ࢩࣙࣥࢥࣆ࣮ ࣥࢻ ࣮࣌ࢫࢺࡍࡿࠊ
CA  CSR ࢆ㟁Ꮚ࣓࣮࡛ࣝ㏦ಙࡋࡲࡍࠋ CA ࡽド᫂᭩ࢆཷಙࡍࡿࡁࠊ
ཷಙࡋࡓᙧᘧ࡛ಖᏑࡉࢀ࡚࠸ࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡲࡍࠋ

ド᫂᭩ࢆ FTPࠊSFTPࠊࡲࡓࡣ TFTP ࢧ࣮ࣂ
ಖᏑࡋࠊᚲせ࡞ ACE ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࣇࣝࢆ࣏࣮ࣥࢺࡋࡲࡍࠋ

SSL ⤊ࡲࡓࡣ SSL 㛤ጞࡢࡓࡵࡢ
ACE ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࢆタᐃ࡛ࡁࡲࡍࠋ

153358

࣮࢟ ࣌ ࣇࣝࡢබ㛤࣮࢟
ド᫂᭩ࣇࣝෆࡢබ㛤࣮࢟ࡀ୍⮴ࡍࡿࡇࢆ☜ㄆࡋࡲࡍࠋ
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ACE のサンプル証明書とキー ペアの使用
ACE には、プレインストールされた証明書とキー ペアが含まれています。この
証明書は、デモ目的でのみ使用され、有効なドメインはありません。この証明書
は、cisco-sample-cert という名前の基本的な拡張子を使用して自己署名された証
明書です。このキー ペアは、cisco-sample-key という名前の RSA 1024 ビット
キー ペアです。これらのファイルは、show crypto files、show crypto key、お
よび show crypto certs コマンドを使用して表示できます。
これらのファイルを SSL プロキシ サービスに追加するには、cert コマンドと
key コマンドを使用します。詳細については、「証明書の指定」の項と「キー ペ
アの指定」の項を参照してください。これらのファイルは、同じファイル名で、
任意のコンテキストで使用できます。crypto verify コマンドを使用して、キー
ペアを確認できます。

ACE ではこれらのファイルをエクスポートできますが、これらの名前でファイ
ルをインポートすることはできません。crypto delete コマンドを使用してこれ
らのファイルを削除することはできません。ただし、ACE をアップグレードす
る場合、これらのファイルはアップグレード イメージで提供されるファイルで
上書きされます。

キー ペアおよび証明書署名要求の生成
既存の証明書および一致するキー ペアがない場合、ACE には、キー ペアまたは
CSR を生成するための、一連の証明書およびキー管理ユーティリティが含まれ
ています。CA が CSR に署名すると、ACE で使用できる証明書になります。
既存の証明書および対応するキー ペアがある場合は、ACE の目的のコンテキス
トにインポートできます。証明書と秘密キーのインポートの詳細については、
「証明書とキー ペア ファイルのインポートまたはエクスポート」の項を参照して
ください。
ここでは、次の内容について説明します。

• RSA キー ペアの生成
• CSR パラメータ セットの作成および定義
• 証明書署名要求の生成
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RSA キー ペアの生成
ACE は、最大 2048 ビットの RSA キー ペアの生成をサポートします。RSA
キー ペアを生成するには、EXEC モードで crypto generate key コマンドを使用
します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto generate key [non-exportable] bitsize filename
引数およびキーワードは次のとおりです。

• non-exportable：（任意）ACE がキー ペアをエクスポート不可能として
マークすることを指定します。この場合、キー ペア ファイルを ACE からエ
クスポートできません。

•

bitsize：キー ペアのセキュリティ強度です。Web トランザクションの安全
を確保するために使用される RSA キー ペアのサイズは、キー ペア ファイ
ルのビット数で決まります。長いキーは、RSA セキュリティ ポリシーの強
度を高めることで、より安全な実装になります。使用可能なエントリ（ビッ
ト単位）は次のとおりです。
– 512（最低限のセキュリティ）
– 768（通常のセキュリティ）
– 1024（高セキュリティ、レベル 1）
– 1536（高セキュリティ、レベル 2）
– 2048（高セキュリティ、レベル 3）

• filename：生成された RSA キー ペア ファイルに割り当てる名前です。最大
40 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。キー ペア
のファイル名は、ACE が識別目的でのみ使用します。
たとえば、RSA キー ペア ファイル MYRSAKEY.PEM を生成するには、次のよ
うに入力します。
host1/Admin# crypto generate key non-exportable 2048 MYRSAKEY.PEM
Generating 2048 bit RSA key pair
host1/Admin#
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RSA キー ペアを生成したら、次のタスクを実行できます。
• CSR パラメータ セットの作成：CSR パラメータ セットは、ACE が CSR 生
成プロセス中に使用する distinguished name 属性を定義します。CSR コン
フィギュレーション ファイル作成の詳細については、「CSR パラメータ
セットの作成および定義」の項を参照してください。

• RSA キー ペア ファイル用の CSR の生成と、署名のための CA への CSR 要
求の転送：この操作では、RSA 秘密キーは ACE 内で直接作成され、外部に
転送される必要がないため、セキュリティが強化されます。生成した各キー
ペアには、対応する証明書が付属する必要があります。CSR の生成の詳細
については、「証明書署名要求の生成」の項を参照してください。

CSR パラメータ セットの作成および定義
CSR パラメータ セットでは、ACE が CSR 生成プロセス中に CSR に適用する
distinguished name 属性が定義されます。distinguished name 属性は、サイトの
認証に必要な情報を CA に提供します。CSR パラメータ セットを定義すると、
同じ distinguished name 属性を持つ複数の CSR を生成できます。
ACE の各コンテキストには、最大 8 つの CSR パラメータ セットを格納できま
す。
ここでは、次の内容について説明します。

• CSR パラメータ セットの作成
• 通常名の指定
• 国の指定
• 州または地域の指定
• シリアル番号の指定
• 地域の指定
• 組織名の指定
• 組織単位の指定
• 電子メール アドレスの指定
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CSR パラメータ セットの作成
コンフィギュレーション モードで crypto csr-params コマンドを使用して、
CSR パラメータ セットを作成できます。コンテキストごとに最大 8 個の CSR パ
ラメータ セットを作成できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto csr-params csr_param_name
csr_param_name 引数は CSR パラメータ セットの名前です。最大 64 文字の英
数字からなる、引用符で囲まれていない、スペースを含まないテキスト文字列を
入力します。
たとえば、CSR パラメータ セット CSR_PARAMS_1 を作成するには、次のよう
に入力します。
host1/Admin(config)# crypto csr-params CSR_PARAMS_1

CSR パラメータ セットを作成したあと、CLI が CSR パラメータ コンフィギュ
レーション モードになり、識別名パラメータを定義できます。
host1/Admin(config-csr-params)#

識別名は、いくつかの必須パラメータとオプション パラメータで構成されます。
ACE では、次の CSR パラメータ セット属性を定義する必要があります。

• Country name
• State or province
• Common name

（注）

必須の CSR パラメータ セット属性を設定しない場合、その CSR パラメータ
セットを使用して CSR を生成しようとすると、ACE でエラー メッセージが表
示されます。
既存の CSR パラメータ セットを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no csr-params CSR_PARAMS_1
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既存の CSR パラメータ セットに関連する情報を表示するには、show crypto
csr-params コマンドを使用します（第 6 章「SSL 情報および統計情報の表示」
を参照）。

通常名の指定
common-name コマンドを CSR パラメータ コンフィギュレーション モードで
使用して、CSR パラメータ セットの必須の通常名パラメータを定義できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

common-name name
name 引数は、SSL サイトのドメイン名または個々のホスト名である必要があり
ます。スペースを含まず引用符で囲まれていないテキスト文字列、またはスペー
スを含み引用符で囲まれたテキスト文字列を、最大 64 の英数字で入力します。
たとえば、通常名 WWW.ABC123.COM を指定するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config-csr-params)# common-name WWW.ABC123.COM

CSR パラメータ セットから既存の通常名を削除するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config-csr-params)# no common-name

国の指定
CSR パラメータ コンフィギュレーション モードで country コマンドを使用する
と、CSR パラメータ セットの必須の国名パラメータを定義できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

country name
name 引数は、SSL サイトが存在する国を表す 2 文字のコード（国コードの ISO
3166 のリストを参照）です。スペースを含まず引用符で囲まれていないテキス
ト文字列を最大 2 文字で入力します。
たとえば、国 US （United States）を指定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-csr-params)# country US
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CSR パラメータ セットから既存の国を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-csr-params)# no country

州または地域の指定
CSR パラメータ コンフィギュレーション モードで state コマンドを使用すると、
CSR パラメータ セットの必須の州名パラメータを定義できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

state name
name 引数は、SSL サイトが存在する州の名前です。アンパサンド（&）文字お
よびスペースを含め、最大 40 文字の英数字で、引用符で囲まれていないテキス
ト文字列を入力します。
たとえば、GA（Georgia）州を指定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-csr-params)# state GA

CSR パラメータ セットから既存の州を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-csr-params)# no state

シリアル番号の指定
CSR パラメータ コンフィギュレーション モードで serial-number コマンドを使
用すると、CSR パラメータ セットの必須のシリアル番号パラメータを定義でき
ます。

（注）

入力したシリアル番号が、CA 独自のシリアル番号で上書きされることがありま
す。
このコマンドの構文は次のとおりです。

serial-number number
number 引数は、証明書に割り当てるシリアル番号です。アンパサンド（&）文
字を含め最大 16 文字の英数字で、スペースが含まれず、引用符で囲まれていな
いテキスト文字列を入力します。
たとえば、シリアル番号 1001 を指定するには、次のように入力します。
SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
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host1/Admin(config-csr-params)# serial-number 1001

CSR パラメータ セットから既存のシリアル番号を削除するには、次のように入
力します。
host1/Admin(config-csr-params)# no serial-number

地域の指定
CSR パラメータ コンフィギュレーション モードで locality コマンドを使用する
と、CSR パラメータ セットの地域パラメータ（オプション パラメータ）を定義
できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

locality name
name 引数は、証明書に含める地域の名前です。スペースとアンパサンド（&）
文字を含め最大 40 文字の英数字からなる文字列を、引用符で囲まずに入力しま
す。
たとえば、地域 ATHENS を指定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-csr-params)# locality ATHENS

CSR パラメータ セットから既存の地域を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-csr-params)# no locality ATHENS

組織名の指定
CSR パラメータ コンフィギュレーション モードで organization-name コマンド
を使用すると、CSR パラメータ セットの組織名パラメータ（オプション パラ
メータ）を定義できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

organization-name name
name 引数は、証明書に含める組織名です。スペースを含め最大 64 文字の英数
字からなる文字列を、引用符で囲まずに入力します。ACE はアンパサンド（&）
文字もサポートします。
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たとえば、組織 ABC123 SYSTEMS INC. を指定するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config-csr-params)# organization-name ABC123 SYSTEMS INC

CSR パラメータ セットから既存の組織名を削除するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config-csr-params)# no organization-name ABC123 SYSTEMS
INC

組織単位の指定
CSR パラメータ コンフィギュレーション モードで organization-unit コマンド
を使用すると、CSR パラメータ セットの組織単位パラメータ（オプション パラ
メータ）を定義できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

organization-unit unit
unit 引数は、組織単位の名前です。スペースを含め最大 64 文字の英数字からな
る文字列を、引用符で囲まずに入力します。ACE はアンパサンド（&）文字も
サポートします。
たとえば、組織単位 SSL ACCELERATOR を指定するには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config-csr-params)# organization-unit SSL ACCELERATOR

CSR パラメータ セットから既存の組織単位を削除するには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config-csr-params)# no organization-unit SSL ACCELERATOR

電子メール アドレスの指定
CSR パラメータ コンフィギュレーション モードで email コマンドを使用する
と、CSR パラメータ セットの電子メール アドレス パラメータ（オプション パ
ラメータ）を定義できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

email address
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address 引数は、サイトの電子メール アドレスです。スペースを含まない最大
40 文字で、引用符で囲まれていない英数字の文字列を入力します。
たとえば、電子メール アドレス WEBADMIN @ABC123.COM を指定するに
は、次のように入力します。
host1/Admin(config-csr-params)# email WEBADMIN@ABC123.COM

CSR パラメータ セットから既存の電子メール アドレスを削除するには、次のよ
うに入力します。
host1/Admin(config-csr-params)# no email

証明書署名要求の生成
新しい証明書を要求する場合や、証明書を更新する場合には、証明書署名要求
（CSR）ファイルを生成する必要があります。生成した CSR を CA に送信する
と、CA は RSA 秘密キーを使用して CSR に署名し、CSR が証明書になります。

RSA キー ペア ファイル用の CSR ファイルを生成し、証明書要求を CA に転送
するには、RSA キー ペア ファイルを含むコンテキストの EXEC コマンド モー
ドで crypto generate csr コマンドを使用します。このコマンドは、PEM 形式で
エンコードされた PKCS10 の CSR を生成します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto generate csr csr_params key_filename
引数は次のとおりです。

• csr_params：識別名属性が含まれている CSR パラメータ セット（「CSR パ
ラメータ セットの作成および定義」の項を参照）。スペースを含まない最大
64 文字で、引用符で囲まれていない英数字の文字列を入力します。ACE
は、CSR パラメータ セットに含まれている識別名属性を CSR に適用しま
す。

• key_filename：CSR の基になるキーが含まれている RSA キー ペア ファイル
名。（このキーは、ACE が CSR に埋め込む公開キーです）。スペースを含ま
ない最大 40 文字で、引用符に囲まれていない英数字の文字列を入力します。
RSA キー ペア ファイルが現在のコンテキストの ACE にロードされている
ことを確認します。適切なキー ペアがない場合、ACE はエラー メッセージ
をログします。
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たとえば、CSR パラメータ セット CSR_PARAMS_1 および
MYRSAKEY_1.PEM ファイル内の RSA キー ペアに基づいて CSR を生成する
には、次のように入力します。
host1/Admin# crypto generate csr CSR_PARAMS_1 MYRSAKEY_1.PEM
-----BEGIN CERTIFICATE REQUEST----MIIBcDCCARoCAQAwgbQxCzAJBgNVBAYTAlVTMRIwEAYDVQQIEwlTb21lU3RhdGUx
ETAPBgNVBAcTCFNvbWVDaXR5MRcwFQYDVQQKEw5BIENvbXBhbnkgTmFtZTEbMBkG
A1UECxMSV2ViIEFkbWluaXN0cmF0aW9uMR0wGwYDVQQDExR3d3cuYWNvbXBhbnlu
YW1lLmNvbTEpMCcGCSqGSIb3DQEJARYad2ViYWRtaW5AYWNvbXBhbnluYW1lLmNv
bSAwXDANBgkqhkiG9w0BAQEFAANLADBIAkEAtBNcNXMBqh5cJHbWFsqe9LMUO90T
pYG7gF5ODvtFGREMkHh7s6S1GF131IBWCSelG4Q/qEztjCO7y3pyjruVNQIDAQAB
oAAwDQYJKoZIhvcNAQEEBQADQQCMmXRdNPBDtMQPFvylpED5UMbeaMRm2iaC+1uZ
IaHmdoX4h5eckauu9pPgSxczau8w68PF+PDS9DAAMeRDxisL
-----END CERTIFICATE REQUEST----host1/Admin#

crypto generate csr コマンドは、PKCS10 CSR を PEM 形式で生成し、CSR を
画面に出力します。主要な CA の大部分には、画面に証明書要求をカット アン
ド ペーストする必要がある、Web ベースのアプリケーションがあります。必要
に応じて、ファイルに CSR をカット アンド ペーストできます。ACE では、
CSR のコピーをローカルに保存しません。ただし、同じ CSR パラメータ セット
とキー ペア ファイルを使用して、同じ要求をいつでも再生成できます。

（注）

エクスポートが制限されるブラウザに対して 128 ビット暗号化を可能にするグ
ローバル サイト証明書が必要な場合は、CA に StepUp/GSC またはチェーン証
明書を申請します。証明書を受け取ったら、ACE で使用するように準備してく
ださい。詳細については、「グローバル サイト証明書の準備」のセクションを参
照してください。

CA に CSR を送信すると、1 ～ 7 営業日以内に署名付き証明書を受信します。証
明書を受け取ったら、目的の ACE コンテキストに証明書をインポートします
（「証明書とキー ペア ファイルのインポート」の項を参照）。

グローバル サイト証明書の準備
エクスポート ブラウザは、40 ビット暗号化を使用して、SSL サーバへの接続を
開始することがあります。従来のサーバ証明書では、ブラウザとサーバが SSL
ハンドシェイクを完了し、40 ビット キーを使用してアプリケーション データを
暗号化します。
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グローバル サイト証明書は、エクスポートが制限されるブラウザに対して 128
ビットの暗号化を可能にする、拡張サーバ証明書です。サーバがグローバル証明
書でブラウザに応答すると、クライアントは自動的に接続を再ネゴシエートし
て、128 ビットの暗号化を使用します。

CA にグローバル サイト証明書を申請した場合は、グローバル証明書と中間 CA
証明書の両方を取得します。中間 CA 証明書がグローバル証明書を検証します。
次の URL から、VeriSign の中間証明書を取得できます。
http://www.verisign.com/support/install/intermediate.html
グローバル サイト証明書と中間 CA 証明書を受信したら、目的の ACE コンテキ
ストにインポートします（「証明書とキー ペア ファイルのインポート」の項を参
照）。その後、両方の証明書を含む証明書チェーン グループを作成します
（「チェーン グループの作成」の項を参照）。ACE は、最初の SSL ハンドシェイ
ク時に、クライアントにこのチェーン グループを送信します。

証明書とキー ペア ファイルのインポートまたは
エクスポート
リモートのセキュア サーバから ACE に、PEM エンコードされた証明書とキー
ペア ファイルをインポートできます。これらのファイルを転送するには、ACE
とリモート サーバとの間のセキュアな暗号化されたトランスポート メカニズム
を使用することを推奨します。

ACE はセキュア シェル（SSHv2）プロトコルをサポートします。このプロトコ
ルは、セキュアでないネットワーク上で 2 台のホスト間にセキュアな暗号化通信
を提供します。ネットワーク デバイス間でのファイル転送用に、ACE は、セ
キュア ファイル転送プロトコル（SFTP）、ファイル転送プロトコル（FTP）、お
よび簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）をサポートします。これらの 3 つの
プロトコルのうち、SFTP がセキュアで暗号化された接続を提供する唯一のプロ
トコルであるため、SFTP を使用することを推奨します。
ACE に証明書またはキー ペア ファイルをインポートする前に、次のタスクを実
行する必要があります。

• ACE で、ACE への SSH アクセスが有効になっていて、SSH クライアント
からの接続を受け入れることを確認します。デフォルトでは、SSH アクセ
スが有効になっています。SSH アクセスを制限する場合、ACE は SSH クラ
イアントからの接続を受け入れず、インポート コマンドが失敗します（エ
ラー メッセージが作成されます）。
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（注）

Catalyst 6500 シリーズ スイッチまたは Cisco 7600 シリーズ ルータ上で
セキュア シェル デーモンを設定する方法の詳細については、『Catalyst
6500 Series Switch Cisco IOS Software Configuration Guide』または
『Cisco 7600 Series Router Cisco IOS Software Configuration Guide』を
参照してください。

• SFTP サーバで、サーバが正しく設定されていることを確認します。ユーザ
ディレクトリは、証明書とキー ペアが存在するディレクトリをポイントす
る必要があります。このパスは、ACE が、証明書とキーが SFTP サーバか
ら、または SFTP サーバに、正常にコピーされていることを確認するために
必要です。
ここでは、次の内容について説明します。

• 証明書とキー ペア ファイルのインポート
• 証明書とキー ペア ファイルのエクスポート

証明書とキー ペア ファイルのインポート
ACE は、キーで署名された PEM エンコード キー ペアおよび証明書のインポー
トをサポートします（ワイルドカード証明書を含む）。ACE は、公開キーのサイ
ズとして最大で 4096 ビットを許可します。秘密キーの最大サイズは 2048 ビッ
トです。
リモート サーバから ACE に証明書またはキー ペア ファイルをインポートする
には、EXEC モードで crypto import コマンドを使用します。個々の証明書お
よびキー、または複数の証明書とキーをインポートできます。ネットワーク デ
バイスは SSL ハンドシェイク時に身元を証明するため証明書と対応する公開
キーをあわせて使用するため、必ず証明書ファイルと対応するキー ペア ファイ
ルの両方をインポートしてください。

（注）

既存のローカル ファイルと同じファイル名を持つファイルをインポートしよう
とすると、ACE は既存のファイルを上書きしません。更新されたファイルをイ
ンポートする前に、ローカル ファイルを削除するか、またはインポートされた
ファイルの名前を変更します。詳細については、「証明書とキー ペア ファイルの
削除」または「SSL 証明書のアップグレード」の項を参照してください。
このコマンドの構文は次のとおりです。
SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
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crypto import [non-exportable] {bulk sftp [passphrase passphrase]
ip_addr username remote_url} | {{ftp | sftp} [passphrase passphrase]
ip_addr username remote_filename local_filename} | {tftp
[passphrase passphrase] ip_addr remote_filename local_filename} |
terminal local_filename [passphrase passphrase]
キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

• non-exportable：（任意）インポートしたファイルをエクスポート不可能と
してマークします。この場合、ファイルを ACE からエクスポートできませ
ん。

• bulk：複数の証明書またはキー ペア ファイルを同時にインポートすること
を指定します。

• ftp：ファイル転送プロセスとしてファイル転送プロトコル（FTP）を指定
します。

• sftp：ファイル転送プロセスとしてセキュア ファイル転送プロトコル
（SFTP）を指定します。
• tftp：ファイル転送プロセスとして簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）
を指定します。

• passphrase passphrase：（任意）ファイルがパス フレーズを使用して作成さ
れたことを示します。このファイルを使用するには、ファイル転送要求とと
もにパス フレーズを送信する必要があります。パス フレーズには最大 40 文
字を含めることができます。また、暗号化された PEM ファイルと PKCS
ファイルのみが対象となります。

•

ip_addr：リモート サーバの IP アドレスです。ドット付き 10 進表記で IP
アドレスを入力します（たとえば、192.168.12.15）。

• username：リモート サーバへのアクセスに必要なユーザ名です。コマンド
を実行すると、ACE は、リモート サーバのユーザ名のパスワードを要求し
ます。最大 64 文字の名前を入力します。スペースや以下の特殊文字は使用
しないでください。

;<>\|‘@$&()
• remote_url：bulk キーワードを使用してインポートするリモート サーバに
ある証明書またはキー ペア ファイルへのパスです。ACE は、パスで指定さ
れたファイルのみフェッチします。再帰的にリモート ディレクトリを
フェッチすることはありません。ワイルドカードを含むファイル名のパスを
入力します（たとえば、/remote/path/*.pem）。ACE は、IEEE Std
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1003.1-2004 の「シェルおよびユーティリティ」ボリュームのセクション
2.13 の指定に従って、POSIX パターン マッチング表記をサポートします。
この表記には、「*」、「?」、および「[」のメタ文字が含まれます。
リモート ディレクトリからすべてのファイルをフェッチするには、ワイル
ドカード文字で終わるリモート パス（/remote/path/* など）を指定します。
スペースや以下の特殊文字は使用しないでください。

;<>\|‘@$&()
ACE は、ワイルドカードの基準に一致するリモート サーバのファイルをす
べてフェッチします。ただし、名前が最大で 40 文字のファイルだけをイン
ポートします。ファイルの名前が 40 文字を超えていると、ACE はそのファ
イルをインポートせず、廃棄します。

• remote_filename：インポートするリモート サーバに存在する証明書または
キー ペア ファイルの名前です。

• local_filename：ファイルを ACE にインポートしたときに、そのファイル
を保存するために付ける名前です。最大 40 文字の英数字からなる文字列を
引用符で囲まずに入力します。

• terminal：端末画面に証明書とキー ペア情報をペーストすることによって、
カット アンド ペーストを使用してファイルをインポートできます。ASCII
形式の PEM ファイルを表示するには、terminal を使用します。

ACE は、terminal を使用した最大行幅が 130 文字の PEM エンコード SSL 証明
書とキーのインポートをサポートします。SSL 証明書またはキーがラップされ
ない場合、または行ごとに 130 文字を超える場合は、ビジュアル（vi）エディタ
やメモ帳などのテキスト エディタを使用して、証明書またはキーを行ごとに
130 文字未満に手動でラップします。FTP、SFTP、または TFTP を使用し、行
幅を無視して証明書またはキーをインポートすることもできます。これらのうち
では、安全な SFTP を使用することを推奨します。
たとえば、SFTP サーバからすべての RSA キー ファイルをバルク インポートす
るには、次のようにします。
host1/Admin# crypto import bulk sftp 1.1.1.1 JOESMITH /USR/KEYS/*.PEM
Initiating bulk import. Please wait, it might take a while...
Connecting to 1.1.1.1...
Password: password
...
Bulk import complete. Summary:
Network errors:
0
Bad file URL: 0
Specified local files already exists:
0
Invalid file names:
1
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Failed reading remote files:
Failed reading local files:
Failed writing local files:
Other errors:
Successfully imported:
host1/Admin#

（注）

5
0
0
0
10

crypto import bulk コマンドの実行中に Ctrl+C を使用してこのコマンドをキャ
ンセルすることはできません。
バルク インポートの後、ACE は、発生したエラーおよび成功したインポートの
数を示すステータス カウンタを表示します。Other errors カウンタは、他のカウ
ンタに含まれていないエラーのバケットです。このカウンタは、次のエラーがあ
ると増分します。

• 暗号ファイルの最大数に到達
• 認識されない形式（PEM、DER、または PKCS12）、または許容できない
キー サイズ（2,048 ビット キー以下）のファイル
• その他のカウンタの 1 つで示されない、インポート時に発生した SFTP エ
ラー
また、暗号ファイルのストレージ容量に到達した場合、ACE に次のメッセージ
が表示されます。
Warning: Crypto files' storage limit hit, further file import stopped.

SFTP サーバから RSA キー ファイル MYRSAKEY.PEM をインポートするには、
次のように入力します。
host1/Admin# crypto import non-exportable sftp 1.1.1.1 JOESMITH
/USR/KEYS/MYRSAKEY.PEM MYKEY.PEM
Password: ********
Passive mode on.
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
#
Successfully imported file from remote server.
host1/Admin#

次の例は、terminal キーワードを使用して証明書情報を MYCERT.PEM ファイ
ルにペーストできるようにする方法を示しています。
host1/Admin# crypto import terminal MYCERT.PEM
Enter PEM formatted data ending with a blank line or “quit” on a line
by itself
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--------BEGIN CERTIFICATE----------------------MIIC1DCCAj2gAwIBAgIDCCQAMA0GCSqGSIb3DQEBAgUAMIHEMQswCQYDVQQGEwJa
QTEVMBMGA1UECBMMV2VzdGVybiBDYXBlMRIwEAYDVQQHEwlDYXBlIFRvd24xHTAb
BgNVBAoTFFRoYXd0ZSBDb25zdWx0aW5nIGNjMSgwJgYDVQQLEx9DZXJ0aWZpY2F0
aW9uIFNlcnZpY2VzIERpdmlzaW9uMRkwFwYDVQQDExBUaGF3dGUgU2VydmVyIENB
MSYwJAYJKoZIhvcNAQkBFhdzZXJ2ZXItY2VydHNAdGhhd3RlLmNvbTAeFw0wMTA3
-----------END CERTIFICATE-----------------------quit

証明書とキー ペア ファイルのエクスポート
証明書またはキー ペア ファイルを ACE からリモート サーバまたは端末画面に
エクスポートするには、EXEC コマンド モードで crypto export コマンドを使用
します。

（注）

証明書またはキー ペア ファイルを ACE にインポートしたときにエクスポート不
可能とマークした場合、そのファイルはエクスポートできません。
このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto export local_filename {ftp | sftp | tftp | terminal} {ip_addr}
{username} {remote_filename}
キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

• local_filename：エクスポートする ACE にあるファイルの名前です。最大
40 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。
• ftp：ファイル転送プロセスとしてファイル転送プロトコル（FTP）を指定
します。

• sftp：ファイル転送プロセスとしてセキュア ファイル転送プロトコル
（SFTP）を指定します。FTP や TFTP より安全である SFTP を使用すること
を推奨します。

• tftp：ファイル転送プロセスとして簡易ファイル転送プロトコル（TFTP）
を指定します。

• terminal：コピー アンド ペーストのために、端末上にファイルの内容を表
示します。コンソールから証明書または秘密キーの情報をカット アンド
ペーストする必要がある場合は、terminal キーワードを使用します。ASCII
形式の PEM ファイルを表示するには、terminal を使用します。
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• ip_addr：リモート サーバの IP アドレスまたは名前です。ドット付き 10 進
表記で IP アドレスを入力します（たとえば、192.168.12.15）。
• username：リモート サーバへのアクセスに必要なユーザ名です。ACE は、
コマンドを実行するときにパスワードの入力を求めます。

•

remote_filename：リモート サーバ上にファイルを保存するときに付ける名
前です。

転送タイプ ftp、sftp、または tftp を選択した場合、terminal キーワードの後に
リストされたリモート サーバ変数が、ACE で使用されます（これらの変数は
terminal には使用されません）。これらの転送タイプのいずれかを選択し、リ
モート サーバ変数を定義しない場合、ACE は変数情報の提供を求めます。
たとえば、SFTP を使用してキーファイル MYKEY.PEM を ACE からリモート
SFTP サーバにエクスポートするには、次のように入力します。
host1/Admin# crypto export MYKEY.PEM sftp 192.168.1.2 JOESMITH
/USR/KEYS/MYKEY.PEM
User password: ****
Writing remote file /usr/keys/mykey.pem
host1/Admin#

SSL 証明書のアップグレード
アクティブな SSL セッションまたは保留中の SSL セッションを中断せずに SSL
証明書をアップグレードするには、次の手順を実行します。
ステップ 1

EXEC モードで crypto import コマンドを使用して新しい SSL 証明書をイン
ポートし、新しい名前で保存します。「証明書とキー ペア ファイルのインポー
ト」の項を参照してください。たとえば、SFTP サーバから証明書をインポート
するには、次のコマンドを入力します。
host1/Admin# crypto import non-exportable sftp 1.1.1.1 JOESMITH
/USR/CERTS/MY_CERT.PEM MY_NEW_CERT.PEM
Password: ********
Passive mode on.
Hash mark printing on (1024 bytes/hash mark).
#
Successfully imported file from remote server.
host1/Admin#
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ステップ 2

SSL プロキシ サービスがアクティブにフローを処理している間に、SSL プロキ
シ コンフィギュレーション モードで cert コマンドを使用して、SSL プロキシ
サービス内の証明書ファイルの関連付けを新しい証明書に変更します。第 3 章
「SSL 終了の設定」の「証明書の指定」の項を参照してください。
たとえば、MY_NEW_CERT.PEM 証明書ファイル内の証明書を
PSERVICE_SERVER SSL プロキシ サービスと関連付けるには、次のコマンド
を入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# cert MY_NEW_CERT.PEM

キー ペアと比較した証明書の確認
デジタル証明書は、キー ペアの公開キーに基づいて構築され、1 個のキー ペア
でしか使用できません。証明書ファイル内の公開キーをキー ペア ファイル内の
公開キーと比較し、それらが同一であることを確認するには、EXEC コマンド
モードで verify コマンドを使用します。

（注）

証明書内の公開キーがキー ペア ファイル内の公開キーと一致しない場合、ACE
はエラー メッセージをログします。
このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto verify key_filename cert_filename
引数は次のとおりです。

• key_filename：指定された証明書と比較して確認するのに ACE が使用する、
コンテキスト キー ペア ファイルの名前です。最大 40 文字の英数字からな
る文字列を引用符で囲まずに入力します。

• cert_filename：指定されたキー ペアと比較して確認するのに ACE が使用す
る、コンテキスト証明書ファイルの名前です。最大 40 文字の英数字からな
る文字列を引用符で囲まずに入力します。
たとえば、MYRSAKEY.PEM ファイルと MYCERT.PEM ファイルの公開キー
が一致することを確認するには、次のように入力します。
host1/Admin# crypto verify myrsakey.pem mycert.pem
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keypair in myrsakey.pem matches certificate in mycert.pem

次の例は、公開キーが一致しない場合に ACE で表示される内容を示していま
す。
host1/Admin# crypto verify myrsakey_2.pem mycert.pem
Keypair in myrsakey_2.pem does not match certificate in mycert.pem
host1/Admin#

証明書とキー ペア ファイルの削除
EXEC コマンド モードで crypto delete コマンドを使用すると、有効でなくなっ
た証明書とキー ペア ファイルを削除できます。ACE は既存の証明書またはキー
ペア ファイルを上書きしないため、ファイルを削除すると、更新されたファイ
ルをインポートできます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto delete {filename | all}
次のキーワードと引数があります。

• filename：削除する証明書またはキー ペア ファイルの名前です。最大 40 文
字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。

• all：すべての証明書およびキー ペア ファイルをコンテキストから削除しま
す。プレインストールされたサンプルの証明書およびキー ファイルは削除
されません。all キーワードを使用すると、ACE は以下のメッセージを表示
して、削除確認を求めます。
This operation will delete all crypto files for this context from
the disk, but will not interrupt existing SSL services. If new
SSL files are not applied SSL services will be disabled upon next
vip inservice or device reload.
Do you wish to proceed? (y/n) [n]

ACE にロードされた、使用可能な証明書およびキー ペア ファイルのリストを表
示するには、show crypto files コマンドを使用します。
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（注）

crypto delete コマンドは、指定されたコンテキスト暗号ファイルをフラッシュ
メモリから削除します。ただし、既存の SSL サービスは中断されません。削除
された SSL ファイルを交換しない場合、次に vip inservice コマンドを入力する
とき、またはデバイスのリロードが発生したときに、SSL サービスは無効にな
ります。
たとえば、キー ペア ファイル MYRSAKEY.PEM を削除するには、次のように
入力します。
host1/Admin# crypto delete MYRASKEY.PEM

チェーン グループの作成
チェーン グループは、ACE がハンドシェイク時にピアに送信する証明書チェー
ンを指定します。証明書チェーンは証明書の階層型リストで、サブジェクトの証
明書、ルート CA 証明書、および中間 CA 証明書を含みます。証明書の検証で
は、証明書チェーンで提供される情報を使用して、証明書階層リストをルート

CA まで遡って信頼できる CA を検索できます。ルート CA 証明書に達する前に
信頼できる CA が見つかることがあります。この場合は、そこで検索を停止しま
す。

SSL プロキシ サービスを定義するときに、チェーン グループを使用してサービ
スを設定できます（第 3 章「SSL 終了の設定」の「SSL プロキシ サービスの作
成および定義」の項を参照）。

ACE は、次の証明書チェーン グループ機能をサポートします。
• チェーン グループには最大で 8 個の証明書チェーンを含めることができま
す。

• ACE の各コンテキストには、最大で 8 個のチェーン グループを含めること
ができます。

• チェーン グループの最大サイズは 11 KB です。
チェーン グループを作成するには、コンフィギュレーション モードで crypto

chaingroup コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto chaingroup group_name
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group_name 引数は、チェーン グループの名前です。スペースを含まない最大
64 文字で、引用符で囲まれていない英数字の文字列を入力します。
たとえば、チェーン グループ MYCHAINGROUP を作成するには、次のように
入力します。
host1/Admin(config)# crypto chaingroup MYCHAINGROUP

チェーン グループを作成したあと、CLI は、グループに必要な証明書ファイル
を追加するチェーン グループ コンフィギュレーション モードになります。
host1/Admin(config-chaingroup)#

既存のチェーン グループを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no crypto chaingroup MYCHAINGROUP

証明書ファイルをチェーン グループに追加するには、チェーン グループ コン
フィギュレーション モードで cert コマンドを使用します。最大で 9 個の証明書
を使用して、チェーン グループを設定できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

cert cert_filename
cert_filename 引数は、ACE に格納されている既存の証明書ファイルの名前で
す。最大 40 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。
（注）

チェーン グループ証明書を変更した場合、その変更は、chaingroup コマンドを
使用して SSL プロキシ サービスに関連付けられたチェーン グループを再指定し
た後に有効になります。第 3 章「SSL 終了の設定」の「SSL プロキシ サービス
の作成および定義」の項を参照してください。
通常は、証明書を確認するデバイスが正しい順序を決定するため、証明書を階層
順でチェーン グループに追加する必要はありません。ただし、モバイル デバイ
スによっては、証明書を正しく順序付けできず、エラー メッセージを表示する
ことがあります。その場合は、証明書を正しい順序でチェーン グループに追加
する必要があります。
既存の証明書ファイルのリストを表示するには、show crypto files コマンドを使
用します（第 6 章「SSL 情報および統計情報の表示」の「証明書情報の表示」
の項を参照）。
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たとえば、チェーン グループに証明書ファイル MYCERTS.PEM および
MYCERTS_2.PEM を追加するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-chaingroup)# cert MYCERTS.PEM
host1/Admin(config-chaingroup)# cert MYCERTS_2.PEM

チェーン グループから証明書ファイルを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-chaingroup)# no cert MYCERTS_2.PEM

認証のための証明書グループの設定
ACE では、認証グループを作成することで、証明書の署名者として信頼できる
10 個の SSL 証明書のグループを実装できます。認証グループを作成し証明書を
割り当てたら、SSL 終了設定内のサービスに認証グループを割り当てて、クラ
イアント認証を有効にできます。クライアント認証については、第 3 章「SSL
終了の設定」の「クライアント認証のイネーブル化」の項を参照してください。
また、SSL 開始設定のサービスにグループを割り当てて、ACE がグループ証明
書でサーバ証明書を認証できるようにすることも可能です。サーバ認証について
は、第 4 章「SSL 開始の設定」の「サーバ認証の認証グループの設定」の項を
参照してください。
認証グループを作成し、認証グループ コンフィギュレーション モードにアクセ
スするには、コンフィギュレーション モードで crypto authgroup コマンドを使
用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto authgroup group_name
group_name 引数は、証明書認証グループの名前です。スペースを含まない最大
64 文字で、引用符で囲まれていない英数字の文字列を入力します。
たとえば、認証グループ AUTH-CERT1 を作成するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config)# crypto authgroup AUTH-CERT1

認証グループを作成したら、グループに必要な証明書ファイルを追加する認証グ
ループ コンフィギュレーション モードにアクセスします。
host1/Admin(config-authgroup)#
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既存の認証グループを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no crypto authgroup AUTH-CERT1

認証グループに証明書ファイルを追加するには、認証グループ コンフィギュ
レーション モードで cert コマンドを使用します。最大 10 個の証明書で認証グ
ループを設定できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

cert cert_filename
cert_filename 引数は、ACE に格納されている既存の証明書ファイルの名前で
す。最大 40 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。
（注）

認証グループを変更すると、その変更はただちに有効になります。
既存の証明書ファイルのリストを表示するには、show crypto files コマンドを使
用します（第 6 章「SSL 情報および統計情報の表示」の「証明書情報の表示」
の項を参照）。証明書を確認するデバイスが正しい順序を決定するため、証明書
を階層順で追加する必要はありません。
たとえば、認証グループに証明書ファイル MYCERTS.PEM および
MYCERTS_2.PEM を追加するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-authgroup)# cert MYCERTS.PEM
host1/Admin(config-authgroup)# cert MYCERTS_2.PEM

認証グループから証明書ファイルを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-authgroup)# no cert MYCERTS_2.PEM
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SSL 終了の設定
（注）

この章の情報は、特に記載のない限り、ACE モジュールと ACE アプライアンス
の両方に適用されます。この章で説明する機能は、特に記載のない限り、IPv4
と IPv6 に適用されます。
この章では、SSL 終了の仮想 SSL サーバとして Cisco ACE アプリケーション コ
ントロール エンジン のコンテキストを設定するために必要な手順について説明
します。この章の内容は、次のとおりです。

• SSL 終了の概要
• ACE SSL 終了設定の前提条件
• SSL 終了の設定のクイック スタート
• SSL パラメータ マップの作成および定義
• コンテキストのすべての VIP の SSL 再ハンドシェイクの有効化
• SSL プロキシ サービスの作成および定義
• グローバルな CRL パラメータの設定
• OCSP の設定
• DNS クライアントの設定
• SSL URL 書き換えと HTTP ヘッダー挿入の設定
• SSL 終了用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップの作成
• SSL 終了用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成
• VLAN へのポリシー マップの適用
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（注）

クライアントから ACE への SSL 接続が正常に開始されたことを確認するため
に、show stats crypto server コマンドの出力のハンドシェイク カウンタを監視
できます（第 6 章「SSL 情報および統計情報の表示」を参照）。接続が成功する
とハンドシェイク カウンタがインクリメントします。たとえば、SSLv3 Full
Handshakes カウンタはハンドシェイクが正常に完了したことを示し、SSLv3
Resumed Handshakes カウンタはセッション ID を使用してハンドシェイクが正
常に再開したことを示します。トラフィックが流れていると、これらのカウント
がインクリメントします。障害が発生した場合は、アラートが送信され、受信カ
ウンタもインクリメントします。

SSL 終了の概要
SSL 終了は、SSL プロキシ サーバとして動作する ACE がクライアントからの
SSL 接続を終端し、続いて HTTP サーバと TCP 接続を確立するときに実行され
ます。ACE は、SSL 接続を終了すると、クライアントからの暗号文を復号化し、
データをクリア テキストとして HTTP サーバに送信します。
図 3-1 に、ACE がクライアントとの SSL 接続を終端しているネットワーク接続
を示します。

• クライアントと ACE の間：クライアントと、SSL プロキシ サーバとして動
作する ACE との間の SSL 接続
• ACE とサーバの間：ACE と HTTP サーバとの間の TCP 接続
クライアントとの SSL 終了

ࡈࡠࡦ࠻ࠛࡦ࠼

ࡃ࠶ࠢࠛࡦ࠼

ᥧภᢥ

ࠢࠕ ࠹ࠠࠬ࠻

ࠢࠗࠕࡦ࠻

SSL ⚳ੌ
㧔ACE ߪࠨࡃ㧕

ࠨࡃ

153357

図 3-1

ACE は、パラメータ マップ、SSL プロキシ サービス、およびクラス マップを
使用してポリシー マップを作成し、ポリシー マップによりクライアント、
ACE、およびサーバの間の情報のフローが決まります。SSL 終了は、クライア
SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン

3-2

OL-25330-01-J

第3章

SSL 終了の設定
SSL 終了の概要

ントからのインバウンド トラフィック フローに含まれる宛先 IP アドレスに基づ
いているため、レイヤ 3 およびレイヤ 4 アプリケーションの 1 つです。この種類
のアプリケーションの場合には、ACE がインバウンド トラフィックに適用する
レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップをユーザが作成します。

SSL 終了のポリシー マップを設定する場合、ポリシー マップにパラメータ マッ
プと SSL プロキシ サーバ サービスを関連付けて、SSL セッション パラメータ
や、証明書および RSA キー ペアなどのクライアント / サーバ認証ツールを定義
します。また、ポリシー マップにクラス マップを関連付けて、仮想 SSL サーバ
IP アドレスを定義します。このアドレスに、着信トラフィックの宛先 IP アドレ
スが一致する必要があります。一致する場合、ACE は、クライアントとネゴシ
エートして、SSL 接続を確立します。1 つのクラス マップに対して最大 250 の
仮想 SSL サーバを定義できます。
図 3-2 に、SSL 終了で ACE によって使用されるレイヤ 3 およびレイヤ 4 のポリ
シー マップを作成して適用するプロセスの概要を示します。この図は、ポリ
シー マップ設定のさまざまなコンポーネントを互いに関連付ける方法も示しま
す。
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1

基本的な SSL 終了の設定のフロー図

4

SSL ȑȩȡȸǿ Ȟȃȗ
(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
SSL ࢭࢵࢩࣙࣥ ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆᐃ⩏ࠋ
close-protocol
SSL ࣂ࣮ࢪࣙࣥ
ࢭࢵࢩࣙࣥ ID ࡢ⏝ࢱ࣒࢘ࢺ
ᬯྕࢫ࣮ࢺ
࣮࢟ࣗ㐜ᘏ

SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣅࢫ㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
SSL ࣃ࣓࣮ࣛࢱ ࣐ࢵࣉ

2

SSL ȗȭǭǷ ǵȸȓǹᲢǵȸȐᲣ
(config)# ssl-proxy service SSL_PSERVICE_SERVER
SSL ࢭࢵࢩࣙࣥ ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆᣦᐃࡋࠊ
ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ࡛ SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣂࡋ࡚⏝ࡉࢀࡿ
ㄆドࢶ࣮ࣝࢆᐃ⩏ࠋ
SSL ࣃ࣓࣮ࣛࢱ ࣐ࢵࣉ
ࢡࣛࣥࢺㄆド
࣮࢟ ࣌ ࣇࣝ
CRL ࡢྲྀᚓ
ド᫂᭩ࣇࣝ
ࢳ࢙࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉ

࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ
㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
SSL ࣉࣟ࢟ࢩ
ࢧ࣮ࣂ ࢧ࣮ࣅࢫ

࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉࢆࡍ࡚ࡢࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ
VLAN ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫࢢ࣮ࣟࣂࣝ㐺⏝ࠊ
ࡲࡓࡣ≉ᐃࡢ VLAN 㐺⏝

5

ǰȭȸȐȫ VLAN ǢȗȪǱȸǷȧȳ
(config)# service-policy input
L4POLICY
ƢǂƯƷǳȳȆǭǹȈ VLAN ƴ
ȝȪǷȸ ȞȃȗǛᢘဇŵ

3
ǯȩǹ ȞȃȗᲢȬǤȤ 3 ƓǑƼȬǤȤ 4Უ
(config)# class-map L4VIPCLASS
╔ಙࢺࣛࣇࢵࢡ㐺⏝ࡉࢀࡿࣞࣖ 3 ࠾ࡼࡧࣞࣖ 4 ࡢ
୍⮴ᇶ‽ࢆᐃ⩏ࠋ
௬ࢻࣞࢫ
ᐄඛࢻࣞࢫ
ࢡࢭࢫ ࣜࢫࢺ
㏦ಙඖࢻࣞࢫ
any
࣏࣮ࢺ

ȝȪǷȸ ȞȃȗᲢȬǤȤ 3 ƓǑƼȬǤȤ 4Უ
(config)# policy-map multi-match
L4POLICY
୍⮴ᇶ‽㸦ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ㸧࠾ࡼࡧ
ࢡࢩࣙࣥ㸦SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࢆᣦᐃࠋ
ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ
– SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣂ

࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ
㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ

ཎܭƷ VLAN ǢȗȪǱȸǷȧȳ
(config)# interface vlan 50
(config-if)# service-policy input
L4POLICY
≉ᐃࡢ9/$1ࡢධຊ
࣏ࣜࢩ࣮࣐ࢵࣉࢆ㐺⏝ࠋ
ࢧ࣮ࣅࢫ࣏ࣜࢩ࣮

240084

図 3-2

ACE SSL 終了設定の前提条件
SSL オペレーション用に ACE を設定する前に、まずサーバ ロード バランシン
グ（SLB）用に設定する必要があります。実サーバとサーバ ファームの設定時、
実サーバをサーバ ファームに関連付けるときは、実サーバの適切なポート番号
を割り当てるようにしてください。ポートを指定しなかった場合、ACE のデ
フォルトの動作によりインバウンド接続で使用された宛先ポートがアウトバウン
ド サーバ接続に割り当てられます。
たとえば、ACE への着信接続がセキュア クライアント HTTPS 接続であれば、
通常はポート 443 が使用されます。実サーバにポート番号を割り当てないと、
ACE はサーバへの接続にポート 443 を自動的に使用し、その結果、ACE はポー
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ト 443 を通じたクリア テキスト HTTP 接続を確立します。この場合、通常は
バックエンド サーバ接続用の発信宛先ポートとして 80、81、または 8080 を定
義します。

SLB トラフィック ポリシーの設定プロセス中に、次の設定オブジェクトを作成
します。

• レイヤ 7 クラス マップ
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップ
• レイヤ 7 ポリシー マップ
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ

SLB を設定したら、このガイドに記載されている SSL 終了用の SSL 設定要件を
使用して、既存の SLB クラス マップおよびポリシー マップを変更します。
SLB 用に ACE を設定するには、『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE
Application Control Engine』を参照してください。

SSL 終了の設定のクイック スタート
表 3-1 は、SSL 終了用に ACE を設定するのに必要な手順の概要を示します。各
手順には、その作業を完了するために必要な CLI コマンド、または手順の参照
先が含まれています。各機能および CLI コマンドに関連付けられているすべて
のオプションについての詳細は、表 3-1 以降のセクションを参照してください。

（注）

このクイック スタートには、図 3-2 に示すパラメータ マップの作成手順は含ま
れません。ACE は、表 3-2 で説明するように、デフォルトのパラメータ マップ
設定を使用します。
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表 3-1

SSL 終了の設定のクイック スタート

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストで動作する場合は、CLI プロンプトを観察して、適切
なコンテキストで動作しているかどうかを確認してください。必要に応じ
て、適切なコンテキストに直接ログインするか、または切り替えてくださ
い。
host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の残りの例では管理コンテキストを使用しています。コンテキスト
作成の詳細については、『Virtualization Guide, Cisco ACE Application
Control Engine』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。
host1/Admin# config
host1/Admin(config)#

3. SSL プロキシ サーバ サービスを作成して、SSL サーバとして動作する
ACE がポリシー マップに適用するハンドシェイク パラメータを定義しま
す。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service SSL_PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)#

4. 証明書および対応する RSA キー ペアを定義して、SSL プロキシ サーバ
サービスを設定します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# key MYRSAKEY_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# cert MYCERT_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# exit
host1/Admin(config)#
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表 3-1

SSL 終了の設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例

5. レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを作成して、必要に応じて入力トラ
フィック一致基準を設定します。
host1/Admin(config)# class-map L4VIPCLASS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 2001:DB8:1::24
tcp any
or
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.10.24 tcp
any
host1/Admin(config-cmap)# exit
host1/Admin(config)#

6. ポリシー マップを作成し、手順 5 で作成したクラス マップと関連付けま
す。
host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class L4VIPCLASS
host1/Admin(config-pmap-c)#

7. 手順 3 で作成した SSL プロキシ サーバ サービスをポリシー マップと関連
付けます。
host1/Admin(config-pmap-c)# ssl-proxy server SSL_PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-pmap-c)# exit
host1/Admin(config-pmap)# exit
host1/Admin(config)#

8. 次のように、目的のインターフェイスの入力トラフィックにポリシー マッ
プを適用します。
コンテキストのすべての VLAN にポリシー マップをグローバルに適用し
ます。
host1/Admin(config)# service-policy input L4POLICY

特定の VLAN にポリシー マップを適用します。
host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# service-policy input L4POLICY
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表 3-1

SSL 終了の設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例

9. 実行コンフィギュレーションを表示して、追加した情報が正しく設定され
ているか確認します。
host1/Admin(config-if)# do show running-config

10.（任意）スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレー
ションをコピーして、変更をフラッシュ メモリに保存します。
host1/Admin(config-if)# do copy running-config startup-config

SSL パラメータ マップの作成および定義
SSL パラメータ マップでは、ACE が SSL プロキシ サービスに適用する SSL
セッション パラメータを定義します。SSL パラメータ マップを作成すると、同
じ SSL セッション パラメータを異なるプロキシ サービスに適用できます。
表 3-2 では、各 SSL セッション パラメータとそれぞれのデフォルト値について
説明します。
表 3-2

SSL セッショ
ン パラメータ
Cipher suites

SSL パラメータ マップの SSL セッション パラメータ

説明

SSL ハンドシェイク時に ACE がサ
ポートする暗号スイートを定義します
（ACE がサポートする使用可能な暗号
スイートのリストについては、表 3-3
を参照してください）。

Authentication- クライアント認証が ACE で有効な場
failure
合、このパラメータを使用すると、
ACE はクライアント認証の失敗が検出
されたときに、SSL 終了設定のフロン
トエンド接続の確立を続行できます。

デフォルトの値 / 動作

ACE は、使用可能な
暗号スイートをすべ
てサポートします。

ACE は、クライアン
ト認証の失敗が発生
すると、SSL ハンド
シェイクを終了しま
す。
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表 3-2

SSL パラメータ マップの SSL セッション パラメータ （続き）

SSL セッショ
ン パラメータ

説明

デフォルトの値 / 動作

CDP-errors
ignore

crl best-effort コマンドが ACE で設定 Disabled
されている場合、このパラメータに
よって、ACE は CDP エラーによる認
証の失敗を無視できます。

Close-protocol

ACE が終了通知メッセージを実行する none：ACE は、
方法を定義します。
セッションを終了す
るときに終了通知ア
ラート メッセージを
自身のピアに送信し
ますが、そのピアか
らの応答は想定しま
せん。

Purpose-check
disabled

このコマンドが設定されると、ACE は Enabled
認証時に証明書に対する目的確認を実
行できません。

Rehandshake

Disabled
再ハンドシェイクを有効化すると、
ACE は、SSL HelloRequest メッセー
ジをピアに送信して SSL ハンドシェイ
ク ネゴシエーションを再開できます。

Version

SSL ハンドシェイク時に ACE でサ
ポートされる SSL および TLS のバー
ジョンを定義します。

ACE がサポートする
バージョンは、SSL3
と TLS1 です。

Queue delay
time

クライアント用としてサーバからのパ
ケット データを暗号化する前に ACE
が保持する時間を定義します。

Disabled

Session cache
timeout

ACE が新しい SSL セッションを確立 Disabled
するために新しい SSL ハンドシェイク
が必要になるまでの、SSL セッション
ID の有効期間を定義します。

Expired CRL

Disabled
CRL が期限切れになった場合に、
ACE が受け取ったすべてのクライアン
ト認証を拒否するかどうかを定義しま
す。
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（注）

SSL プロキシ サービスが SSL セッション パラメータのデフォルト値を使用する
ようにする場合、SSL パラメータ マップを作成したり、プロキシ サービスと関
連付けたりする必要はありません。SSL プロキシ サービスにパラメータ マップ
を関連付けないと、ACE は、表 3-2 にリストされているセッション パラメータ
のデフォルト値を自動的にプロキシ サービスに適用します。
SSL パラメータ マップを作成するには、parameter-map type ssl コマンドをコ
ンフィギュレーション モードで使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

parameter-map type ssl parammap_name
parammap_name 引数は、SSL パラメータ マップの名前です。最大 64 文字の英
数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。
たとえば、SSL パラメータ マップ PARAMMAP_SSL を作成するには、次のよ
うに入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL

SSL プロキシ パラメータ マップを作成したあと、CLI はパラメータ マップ SSL
コンフィギュレーション モードになります。
host1/Admin(config-parammap-ssl)#

SSL セッション パラメータを定義せずにパラメータ マップ SSL コンフィギュ
レーション モードを終了すると、ACE は、表 3-2 にリストされているデフォル
ト値を使用してパラメータ マップを設定します。
既存の SSL パラメータ マップを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL

ここでは、次の内容について説明します。

• SSL パラメータ マップの説明の定義
• 暗号スイートの追加
• クライアント認証失敗時の SSL セッションのセットアップの続行
• CDP エラーによる認証の失敗を無視する ACE 設定
• close-protocol 動作の定義
• 証明書での目的確認の無効化
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• SSL セッションの再ハンドシェイクの有効化
• SSL および TLS のバージョンの定義
• SSL キュー遅延の設定
• SSL セッション キャッシュ タイムアウトの設定
• 期限切れの CRL クライアント証明書の拒否

SSL パラメータ マップの説明の定義
SSL パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで description コマンド
を使用して、SSL パラメータ マップの簡単な説明を記述できます。このコマン
ドの構文は次のとおりです。

description text
text 引数には、スペースを含め最大 240 文字の英数字からなるテキスト文字列を
引用符で囲まずに入力します。
たとえば、SSL パラメータ マップの説明を指定するには、次のコマンドを入力
します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-conn)# description SSL parameter map

SSL パラメータ マップから説明を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-conn)# no description

暗号スイートの追加
SSL プロトコルは、以下のような操作で使用する、さまざまな暗号化アルゴリ
ズムをサポートします。

• サーバとクライアントを相互に認証する
• 証明書を送信する
• セッション キーを確立する
サポートする SSL バージョン、使用できる暗号化強度に関する企業ポリシー、
SSL 対応ソフトウェアの輸出に関する政府規制などのさまざまな要因によって、
クライアントとサーバがサポートする暗号スイート（暗号セット）が異なる可能
SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
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性があります。また、SSL ハンドシェイク プロトコルによって、サーバとクラ
イアントが相互認証、証明書の送信、およびセッション キーの確立に使用する
暗号スイートをどのようにネゴシエートするかが決まります。
図 3-3 に示すように、暗号スイートは、キー交換アルゴリズム、データ暗号化ア
ルゴリズム、メッセージ認証（ハッシュ）アルゴリズムという、3 種類のアルゴ
リズムで構成されます。
図 3-3

暗号スイートのアルゴリズム

rsa-export-with-rc4-40-md5

ᬯྕࢫ࣮ࢺࡀ
࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺྍ⬟
࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍ

（注）

ࢹ࣮ࢱᬯྕ
ࣝࢦࣜࢬ࣒

78265

࣓ࢵࢭ࣮ࢪㄆド
ࣝࢦࣜࢬ࣒

RivestࠊShamirࠊ࠾ࡼࡧ Adelman
㸦RSA㸧࣮࢟ࣝࢦࣜࢬ࣒

輸出可能な暗号スイートは、米国のソフトウェア製品輸出規制で定義されている
他の暗号スイート（128 ビット暗号化の 3DES や RC4 など）ほどの強度はない暗
号スイートです。輸出可能な暗号スイートは、米国からほとんどの国に輸出さ
れ、輸出可能な製品に強力な暗号化を提供します。
安全なセッション中に ACE がサポートする暗号スイートを定義するには、SSL
パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで cipher コマンドを使用し
ます。ユーザが選択する暗号スイートはユーザの環境およびセキュリティ要件に
よって異なり、ACE にロードした証明書とキーに関連付けられている必要があ
ります。

（注）

デフォルトでは、ACE は、表 3-3 にリストされているすべての暗号スイートを
サポートします。このデフォルト設定は、特定の暗号を使用して SSL パラメー
タ マップを設定しない場合にのみ有効です。すべての暗号スイートを使用する
設定に戻すには、コマンドの no 形式を使用して、定義した暗号をすべてパラ
メータ マップから削除する必要があります。
このコマンドの構文は次のとおりです。

cipher cipher_name [priority cipher_priority]
SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
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次のキーワードと引数があります。

• cipher_name：ACE がサポートするように指定する暗号スイートの名前で
す。表 3-3 のリストは、ACE がサポートする暗号スイートを示しています。
この表から、サポートされている暗号スイートの 1 つを入力します。
• priority：（任意）暗号スイートにプライオリティ レベルを割り当てます。
プライオリティ レベルは、最も高い 10 から最も少ない 1 までで、暗号ス
イートの優先順位を表します。デフォルトでは、すべての設定された暗号ス
イートに 1 のプライオリティ レベルが付けられます。ACE は、どの暗号ス
イートを使用するかをネゴシエートする際に、最も高いプライオリティ レ
ベルで設定されている暗号スイートに基づいて、クライアント リストから
選択します。より高いプライオリティ レベルは、指定された暗号スイート
に偏ります。SSL 終了アプリケーションの場合、ACE は、クライアントの
ClientHello ハンドシェイク メッセージの暗号スイートに一致するプライオ
リティ レベルを使用します。SSL 開始アプリケーションの場合、プライオ
リティ レベルは、ACE がサーバへの ClientHello ハンドシェイク メッセー
ジに暗号スイートを配置する順序を表します。

• cipher_priority：暗号スイートの優先度レベルです。1 ～ 10 の整数を入力し
ます。デフォルトは 1 です。
たとえば、プライオリティ レベル 2 で rsa_with _aes_128_cbc_sha の暗号スイー
トを追加するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# cipher rsa_with_aes_128_cbc_sha
priority 2

SSL パラメータ マップに含める各暗号スイートについて、cipher コマンドを繰
り返します。
SSL パラメータ マップから暗号スイートを削除するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no cipher rsa_with_aes_128_cbc_sha

表 3-3 は、ACE がサポートする使用可能な暗号化スイートを示します。また、
サポートされている暗号スイートのうち、ACE からエクスポート可能なものを
示します。この表では、各暗号スイートに必要な認証証明書および暗号キーも示
します。
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表 3-3 にリストされている暗号スイートを ACE が暗黙的にサポートするデフォ
ルト設定を使用する場合、または各暗号スイートを等しいプライオリティで明示
的に定義し、クライアント接続が複数の暗号を使用する場合、ACE は、暗号ス
イートを表に示されるのと同じ順序で RSA_WITH_RC4_128_MD5 からピアに
送信します。

注意

表 3-3

タイトルに「export」が含まれている暗号スイートは、米国以外での使用を
目的としており、キー サイズが制限さている暗号化アルゴリズムを持ちま
す。

ACE でサポートされる SSL 暗号スイート

暗号スイート

輸出可能

使用される認証
証明書

使用するキー交換ア
ルゴリズム

RSA_WITH_RC4_128_MD5

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_RC4_128_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_DES_CBC_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5

Yes

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5

Yes

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA

Yes

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA Yes

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA

RSA 証明書

RSA キー交換

Yes

クライアント認証失敗時の SSL セッションのセットアップの
続行
デフォルトでは、クライアント認証が有効な場合、SSL 終了設定でのフロント
エンド接続のセットアップ時に次のクライアント認証失敗のいずれかが ACE で
発生すると、ACE は SSL ハンドシェイクを終了します。

• Certificate is not yet valid
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• Certificate has expired
• Unable to get issuer certificate
• Certificate is revoked
• No client certificate is sent
• Certificate signature failure
• CRL is not available during the revocation check
• CRL is expired during revocation check
• All other certificate errors
パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで
authentication-failure コマンドを使用して、これらのエラーを無視して SSL ハ
ンドシェイクを継続するか、ハンドシェイクの完了後に HTTP リダイレクトを
実行するように ACE を設定できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

authentication-failure {ignore | redirect reason {serverfarm
serverfarm_name | url URL_string {301|302}}}
キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

• ignore：SSL ハンドシェイク時にすべての証明書の失敗を無視し、証明書の
失敗があったとしても ACE は SSL 接続を確立できます。
authentication-failure ignore コマンドを 1 つ以上の
authentication-failure redirect コマンドと組み合わせると、ACE は指定さ
れた個々のエラーをリダイレクトし、残りのエラーを無視します。

authentication-failure redirect any コマンドは authentication-failure
ignore コマンドと設定できません。
• redirect reason：ハンドシェイクの完了後の証明書の失敗に対して指定され
た reason 引数が ACE で発生した場合に、指定したサーバ フォームまたは
URL にリダイレクトを実行します。
失敗の理由が複数の場合、それぞれの理由に対して authentication-failure
redirect コマンドを設定します。
複数の失敗によりリダイレクトが行われる場合、ACE は、発生した最初の
失敗に対してリダイレクトを実行します。失敗が修正されると、ACE は、
次に発生した失敗にリダイレクトを実行します。

reason 引数には、次のキーワードのいずれかを入力します。

SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
OL-25330-01-J

3-15

第3章

SSL 終了の設定

SSL パラメータ マップの作成および定義

– cert-not-yet-valid：リダイレクトとまだ有効な失敗ではない証明書を
関連付けます。

– cert-expired：リダイレクトと期限切れの証明書の失敗を関連付けま
す。

– unknown-issuer：リダイレクトと発行元が不明な証明書の失敗を関連
付けます。

– cert-revoked：リダイレクトと失効した証明書の失敗を関連付けます。
– no-client-cert：リダイレクトとクライアント認証がない失敗を関連付
けます。

– crl-not-available：リダイレクトと使用できない CRL の失敗を関連付
けます。

– crl-has-expired：リダイレクトと期限切れの CRL の失敗を関連付けま
す。

– cert-has-signature-failure：リダイレクトと証明書の署名の失敗を関連
付けます。

– cert-other-error：リダイレクトと他のすべての証明書の失敗を関連付
けます。

– any：リダイレクトと任意の証明書の失敗を関連付けます。リダイレク
トの個別の理由で authentication-failure redirect any コマンドを設定
できます。設定すると、ACE は any の理由を使用する前に個別の理由
の 1 つへの一致を試みます。authentication-failure redirect any コマ
ンドは authentication-failure ignore コマンドと設定できません。
• serverfarm serverfarm_name：ロード バランシング用に設定されたサーバ
ファームの名前を指定します。ホストまたはリダイレクト サーバ ファーム
を設定できます。
ホスト サーバ ファームを設定する場合、ソーリー サーバとして実サーバを
含めます。実サーバは HTTP サーバである必要があり、ポート番号を指定
する必要があります。リダイレクトの失敗が発生すると、ACE は別の VIP
を含めないで、実サーバにクライアント接続を直接転送します。

SSL リダイレクトの追加中にサーバ ファーム ID を使い切ると、ACE は次
のメッセージを表示します。
“Number of sfarms in the config have reached the maximum limit!”

• url URL_string：リダイレクトのスタティック URL パスを指定します。最
大 255 文字の文字列をスペースを入れずに入力します。
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• 301|302：クライアントに送信されるリダイレクト コードを指定します。次
のいずれか 1 つを入力します。
– 301：新しい場所に完全に移動するリソースのステータス コード。
– 302：新しい場所に一時的に移動するリソースのステータス コード。
たとえば、クライアント認証の失敗を無視するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl SSL_PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# authentication-failure ignore

任意のクライアント認証の失敗が発生した場合にサーバ ファームにリダイレク
トを実行するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# authentication-failure redirect any
serverfarm SFARM2

不明発行元の失敗が発生した場合に 302 ステータス コードでスタティック URL
にリダイレクトを実行するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# authentication-failure redirect
unknown-issuer url http://www.eng.com 302

クライアント認証失敗時に SSL ハンドシェイクを終了するデフォルト動作をリ
セットするには、このコマンドの no 形式を使用します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no authentication-failure redirect
unknown-issuer

次の設定例は、クライアント認証の失敗のタイプに応じて、サーバ ファームま
たは直接 URL に HTTP リダイレクトを実行するように ACE に指示します。

IPv6 の例
crypto authgroup AUTH-GROUP1
access-list EVERYONE line 8 extended permit ip anyv6 anyv6
rserver redirect EXPIRED
webhost-redirection https://%h/support/expiredclientcert.html 302
inservice
rserver redirect INVALID
webhost-redirection https://%h/support/invalidclientcert.html 302
inservice
rserver host SERVER1
ip address 2001:DB8:1::10
inservice
rserver host SERVER2
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ip address 2001:DB8:1::20
inservice
serverfarm redirect EXPIRED-CERT
rserver EXPIRED
inservice
serverfarm redirect INVALID-CERT
rserver INVALID
inservice
serverfarm host WEB
rserver SERVER1 80
inservice
rserver SERVER2 80
inservice
parameter-map type ssl SSLPARAM
authentication-failure redirect cert-not-yet-valid serverfarm
INVALID-CERT
authentication-failure redirect cert-expired serverfarm EXPIRED-CERT
authentication-failure redirect unknown-issuer url
https://www.example.com/NewCertRequest.html 302
ssl-proxy service SSLTERM-CLIENTAUTH
ssl advanced-options SSLPARAM
class-map match-all CMAP-HTTPS
2 match virtual-address 2001:DB:2::100 tcp eq https
policy-map type management first-match MGMTPOLICY
class class-default
permit
policy-map type loadbalance first-match SLB
class class-default
serverfarm WEB
policy-map multi-match VIPS
class CMAP-HTTPS
loadbalance vip inservice
loadbalance policy SLB
loadbalance vip icmp-reply
interface vlan 20
ip address 2001:DB:2::1/64
access-group input EVERYONE
service-policy input VIPS
no shutdown
interface vlan 40

SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン

3-18

OL-25330-01-J

第3章

SSL 終了の設定
SSL パラメータ マップの作成および定義

ip address 2001:DB:1::1/64
service-policy input MGMTPOLICY
no shutdown

IPv4 の例
crypto authgroup AUTH-GROUP1
access-list EVERYONE line 8 extended permit ip any any
rserver redirect EXPIRED
webhost-redirection https://%h/support/expiredclientcert.html 302
inservice
rserver redirect INVALID
webhost-redirection https://%h/support/invalidclientcert.html 302
inservice
rserver host SERVER1
ip address 192.168.1.10
inservice
rserver host SERVER2
ip address 192.168.1.20
inservice
serverfarm redirect EXPIRED-CERT
rserver EXPIRED
inservice
serverfarm redirect INVALID-CERT
rserver INVALID
inservice
serverfarm host WEB
rserver SERVER1 80
inservice
rserver SERVER2 80
inservice
parameter-map type ssl SSLPARAM
authentication-failure redirect cert-not-yet-valid serverfarm
INVALID-CERT
authentication-failure redirect cert-expired serverfarm EXPIRED-CERT
authentication-failure redirect unknown-issuer url
https://www.example.com/NewCertRequest.html 302
ssl-proxy service SSLTERM-CLIENTAUTH
ssl advanced-options SSLPARAM
class-map match-all CMAP-HTTPS
2 match virtual-address 172.16.1.100 tcp eq https
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policy-map type management first-match MGMTPOLICY
class class-default
permit
policy-map type loadbalance first-match SLB
class class-default
serverfarm WEB
policy-map multi-match VIPS
class CMAP-HTTPS
loadbalance vip inservice
loadbalance policy SLB
loadbalance vip icmp-reply
interface vlan 20
ip address 172.16.1.1 255.255.255.0
access-group input EVERYONE
service-policy input VIPS
no shutdown
interface vlan 40
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
service-policy input MGMTPOLICY
no shutdown

CDP エラーによる認証の失敗を無視する ACE 設定
デフォルトでは、クライアント証明書失効用に crl best-effort コマンドを設定す
ると、ACE が提示された証明書内の CRL 分散ポイント（CDP）エラー、また
は CRL ダウンロード時に発生したエラーを検出した場合、ACE はその SSL 接
続を拒否します。

cdp-errors ignore コマンドでは、crl best-effort コマンドが設定されている場
合に、SSL パラメータ マップが CDP エラーやダウンロード エラーを無視する
ように設定できます。cdp-errors ignore コマンドを設定する場合、ACE では、
提示された証明書内に CDP エラーを検出した場合や、有効な証明書失効リスト
（CRL）を証明書上の有効な CDP からダウンロードできない場合に、SSL 接続
が許可されます。パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードでのこ
のコマンドの構文は次のとおりです。

cdp-errors ignore
たとえば、CDP エラーを無視するように ACE を設定する場合は、次のように入
力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
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host1/Admin(config-parammap-ssl)# cdp-errors ignore

CDP エラーが発生した場合に ACE が SSL 接続を拒否するデフォルトの動作を
リセットするには、no 形式の cdp-errors ignore コマンドを使用します。例を示
します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no cdp-errors ignore

提示された SSL 証明書内にある CDP エラーを ACE が無視し、SSL 接続を許可
した回数を表示するには、show crypto cdp-errors コマンドを使用します。こ
のコマンドは、[Best Effort CDP Errors Ignored] フィールドの出力を表示しま
す。

close-protocol 動作の定義
パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで close-protocol コマン
ドを使用して、ACE が終了通知メッセージの送信を処理する方法を設定できま
す。このコマンドの構文は次のとおりです。

close-protocol {disabled | none}
キーワードは次のとおりです。

• disabled：セッションを閉じるときに ACE が終了通知アラート メッセージ
をピアに送信しないように指定します。ピアからの応答は想定しません。

• none：セッションを閉じるときに ACE が終了通知アラート メッセージをピ
アに送信するように指定します。ピアからの応答は想定しません。
たとえば、close-protocol を disabled に設定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl SSL_PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# close-protocol disabled

none のデフォルト設定で close-protocol コマンドを設定するには、このコマン
ドの no 形式を使用します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no close-protocol

証明書での目的確認の無効化
デフォルトでは、証明書チェーンのクライアント認証中に、ACE は次の場合に

basicContraint フィールドの目的確認を実行します。
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• クライアント証明書に CA FALSE 設定がある場合。
• 中間証明書に CA TRUE 設定がある場合。
このフィールドにこれらの設定がない場合、証明書の認証は失敗します。
証明書の認証時に ACE が目的確認をする必要がないと判断した場合は、パラ
メータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで purpose-check disabled
コマンドを使用して無効にすることができます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

purpose-check disabled
たとえば、目的確認を無効にするには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl SSL_PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# purpose-check disabled

目的確認を実行するデフォルト設定を再度有効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no purpose-check disabled

SSL セッションの再ハンドシェイクの有効化
デフォルトでは、SSL セッションの再ハンドシェイクは無効になっています。
SSL セッションの再ハンドシェイク機能を有効化するには、パラメータ マップ
SSL コンフィギュレーション モードで rehandshake enabled コマンドを使用し
ます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

rehandshake enabled

（注）

コンテキストのすべての VIP の SSL 再ハンドシェイクを有効にするには、
「コン
テキストのすべての VIP の SSL 再ハンドシェイクの有効化」の項を参照してく
ださい。
たとえば、SSL の再ハンドシェイク機能を有効にするには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# rehandshake enabled
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再ハンドシェイク機能を無効にするには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no rehandshake enabled

rehandshake enabled コマンドのステータスを表示するには、show
parameter-map コマンドを使用します。

SSL および TLS のバージョンの定義
ピアとの SSL ハンドシェイク時に ACE がサポートするセキュリティ プロトコ
ルのバージョンを指定するには、パラメータ マップ SSL コンフィギュレーショ
ン モードで version コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

version {all | ssl3 | tls1}
キーワードは次のとおりです。

• all：（デフォルト）ACE は、SSL バージョン 3.0 と Transport Layer
Security（TLS）バージョン 1.0 の両方をサポートします。
• ssl3：ACE は、SSL バージョン 3.0 だけをサポートします。
• tls1：ACE は、TLS バージョン 1.0 だけをサポートします。
たとえば、パラメータ マップ用に SSL バージョン 3.0 を指定するには、次のよ
うに入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# version ssl3

SSL プロキシ パラメータ マップからセキュリティ プロトコルのバージョンを削
除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no version tlsl

SSL キュー遅延の設定
ACE は、サーバからのパケット データをクライアントへの送信のために暗号化
する前に、キューに入れます。ACE は、次のイベントの 1 つが発生すると、暗
号化のキューからデータを解放します。

• キューが 4096 バイトに到達する。
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• サーバが TCP-FIN セグメントを送信する。
• キューが 4096 バイトに到達しなくても、ACE のキューの遅延時間が超過す
る。
キューの遅延時間は、暗号化のためにキュー内のデータを解放するまで ACE が
待機する時間です。デフォルトでは、キュー遅延タイマーは無効になっていま
す。パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで queue-delay
timeout コマンドを使用すると、遅延時間を設定できます。このコマンドの構文
は次のとおりです。

queue-delay timeout milliseconds
milliseconds 引数は、データがキューから解放されるまでの時間（ミリ秒単位）
です。0 ～ 10000 の整数を入力します。値 0 は遅延タイマーを無効にし、ACE
はサーバから到着したデータを暗号化し、暗号化されたデータをクライアントに
送信します。

（注）

このキュー遅延は、ACE がそのクライアントに送信する暗号化されたデータに
のみ適用されます。
たとえば、キュー遅延時間を 500 ミリ秒に設定するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# queue-delay timeout 500

キュー遅延タイマーを無効にするには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no queue-delay timeout

SSL セッション キャッシュ タイムアウトの設定
クライアントおよび ACE が完全な SSL キー交換を実行し、新しいマスター秘密
キーを確立するたびに、SSL セッション ID が作成されます。クライアントと
ACE との SSL ネゴシエーション プロセスを迅速化するため、SSL セッション
ID の再利用機能により、ACE はセッション キャッシュ内の秘密キー情報を再利
用できます。クライアントのその後の接続では、ACE が、最後のネゴシエート
されたセッションでキャッシュに格納されたキーを再利用します。ACE は、
セッションのキャッシュに最大 250,000（ACE モジュール）または 100,000
（ACE アプライアンス）の SSL セッション ID を格納できます。
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デフォルトでは、SSL セッション ID の再利用は、ACE で無効になっています。
ACE で新しいセッションを確立するために完全な SSL ハンドシェイクが必要に
なるまで SSL セッション ID が有効になる時間の合計について、セッション
キャッシュ タイムアウト値を設定することによって、セッション ID の再利用を
有効にできます。
パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで session-cache
timeout コマンドを使用して、セッション キャッシュ タイムアウトを設定でき
ます。このコマンドの構文は次のとおりです。

session-cache timeout seconds
seconds 引数は、ACE がセッション ID を削除する前にキャッシュ内に格納され
ているキーを再利用する秒単位の時間です。0 ～ 72000（20 時間）の整数を入力
します。デフォルトでは、セッション ID の再利用は無効です。値が 0 の場合、
キャッシュが満杯になると ACE がキャッシュからセッション ID を削除し、
Least Recently Used（LRU）タイムアウト ポリシーを適用します。
たとえば、600 秒にセッション キャッシュ タイムアウトを設定するには、次の
ように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# session-cache timeout 600

タイマーを無効にし、ACE との新しい接続ごとに SSL 完全ハンドシェイクが発
生するようにするには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no session-cache timeout

コンテキストのセッション キャッシュ情報をクリアするには、clear crypto
session-cache コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

clear crypto session-cache [all]
オプションのキーワード all では、すべてのコンテキストのすべてのセッション
キャッシュ情報がクリアされます。このオプションを使用できるのは、管理コン
テキストのみです。

期限切れの CRL クライアント証明書の拒否
「クライアント認証中の CRL の使用」に説明されているように、クライアント認
証用に証明書失効リスト（CRL）を ACE 上で設定すると、この CRL には、新
しいバージョンが使用可能になる日付を指定するための更新フィールドが含まれ
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ます。デフォルトでは、ACE は更新フィールドが期限切れの日付になっている
CRL を使用しません。そのため、CRL を使用したクライアント証明書の受け取
りを拒否しません。
使用されている CRL が期限切れの場合にクライアント証明書を拒否するように
ACE を設定するには、パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モード
で expired-crl reject コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおり
です。

expired-crl reject
例を示します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# expired-crl reject

使用中の CRL の期限が切れた後もクライアント認証を受け入れる ACE のデ
フォルト動作にをリセットするには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no expired-crl reject

コンテキストのすべての VIP の SSL 再ハンド
シェイクの有効化
デフォルトでは、SSL 再ハンドシェイクは、コンテキストのすべての VIP に対
して無効になっています。コンテキストのすべての VIP の SSL 再ハンドシェイ
クを有効にするには、コンフィギュレーション モードで crypto rehandshake
enabled コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto rehandshake enabled
SSL プロキシ サービスのパラメータ マップでの SSL 再ハンドシェイクの有効化
の詳細については、「SSL セッションの再ハンドシェイクの有効化」の項を参照
してください。

（注）

crypto rehandshake enabled コンフィギュレーション モード コマンドは、SSL
プロキシ サービスで個別に設定できる rehandshake enable パラメータ マップ
コマンドよりも優先されます。
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たとえば、コンテキストのすべての VIP の SSL 再ハンドシェイクを有効化する
には、次のコマンドを入力します。
host1/Admin(config)# crypto rehandshake enabled

ACE の動作を、コンテキストのすべての VIP に対する再ハンドシェイクを無効
にするデフォルトに戻すには、次のコマンドを入力します。
host1/Admin(config)# no crypto rehandshake enabled

SSL プロキシ サービスの作成および定義
SSL プロキシ サービスは、ACE が SSL ハンドシェイク時に使用する SSL パラ
メータ マップ、キー ペア、証明書、およびチェーン グループを定義します。
SSL 終了の場合は、SSL プロキシ サーバ サービスで ACE を設定します。これ
は、ACE が SSL サーバとして機能するためです。
コンフィギュレーション モードで ssl-proxy service コマンドを使用して、SSL
プロキシ サーバ サービスを作成できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl-proxy service pservice_name
pservice_name 引数は SSL プロキシ サーバ サービスの名前です。最大 64 文字
の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。
たとえば、SSL プロキシ サーバ サービス PSERVICE _SERVER を作成するに
は、次のように入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_SERVER

SSL プロキシ サーバ サービスを作成したあと、CLI は SSL プロキシ コンフィ
ギュレーション モードになります。
host1/Admin(config-ssl-proxy)#

既存の SSL プロキシ サーバ サービスを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no ssl-proxy PSERVICE_SERVER

ここでは、次の内容について説明します。

• SSL プロキシ サーバ サービスと SSL パラメータ マップの関連付け
• キー ペアの指定
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• 証明書の指定
• 証明書チェーン グループの指定
• クライアント認証のイネーブル化
• クライアント認証中の CRL の使用
• CRL のダウンロード場所の設定
• グローバルな CRL パラメータの設定

SSL プロキシ サーバ サービスと SSL パラメータ マップの関
連付け
SSL プロキシ サーバ サービスと SSL パラメータ マップを関連付けるには、ssl
advanced-options コマンドを SSL プロキシ コンフィギュレーション モードで
使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl advanced-options parammap_name
parammap_name 引数は、既存の SSL パラメータ マップの名前です（「SSL パラ
メータ マップの作成および定義」の項を参照）。最大 64 文字の英数字からなる
文字列を引用符で囲まずに入力します。
たとえば、パラメータ マップ PARAMMAP_SSL を SSL プロキシ サービスと関
連付けるには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# ssl advanced-options PARAMMAP_SSL

SSL プロキシ サービスと SSL パラメータ マップの関連付けを削除するには、次
のように入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no ssl advanced-options PARAMMAP_SSL
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キー ペアの指定
データ暗号化のために ACE が SSL ハンドシェイク時に使用するキー ペアを、
SSL プロキシ コンフィギュレーション モードで key コマンドを使用して指定で
きます。

（注）

ユーザが選択するキー ペア ファイル内の公開キーは、選択する証明書に埋め込
まれた公開キーに一致する必要があります（「証明書の指定」を参照）。公開キー
の一致確認の詳細については、第 2 章「証明書およびキーの管理」の「キー ペ
アと比較した証明書の確認」の項を参照してください。
このコマンドの構文は次のとおりです。

key {key_filename | cisco-sample-key}
引数とキーワードは次のとおりです。

• key_filename：ACE にロードされた既存のキー ペア ファイルの名前です。
最大 40 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。
• cisco-sample-key：ACE にプレインストールされている、cisco-sample-key
という名前のサンプル RSA 1024 ビット キー ペアです。このファイルは、
同じファイル名で、任意のコンテキストで使用できます。このキー ペアの
詳細については、
「ACE のサンプル証明書とキー ペアの使用」の項を参照し
てください。
たとえば、キー ペア ファイル MYKEY.PEM の秘密キーを指定するには、次の
ように入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# key MYKEY.PEM

SSL プロキシ サービスから秘密キーを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no key MYKEY.PEM
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証明書の指定
ACE がアイデンティティを証明するために SSL ハンドシェイク プロセスで使用
する証明書を、SSL プロキシ コンフィギュレーション モードで cert コマンドを
使用して指定できます。

（注）

選択した証明書に埋め込まれた公開キーは、選択したキー ペア ファイル内の公
開キーに一致する必要があります（「キー ペアの指定」の項を参照）。公開キー
の一致確認の詳細については、第 2 章「証明書およびキーの管理」の「キー ペ
アと比較した証明書の確認」の項を参照してください。
このコマンドの構文は次のとおりです。

cert {cert_filename | cisco-sample-cert}
引数とキーワードは次のとおりです。

• cert_filename：ACE にロードされた既存の証明書ファイルの名前です。最
大 40 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。
• cisco-sample-cert：ACE にプレインストールされた cisco-sample-cert とい
う名前の自己署名証明書を指定します。このファイルは、同じファイル名
で、任意のコンテキストで使用できます。この証明書の詳細については、
「ACE のサンプル証明書とキー ペアの使用」の項を参照してください。
たとえば、証明書ファイル MYCERT.PEM に証明書を指定するには、次のよう
に入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# cert MYCERT.PEM

SSL プロキシ サービスから証明書ファイルを削除するには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no cert MYCERT.PEM
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証明書チェーン グループの指定
ACE が SSL ハンドシェイク時にピアに送信する証明書チェーンを、SSL プロキ
シ コンフィギュレーション モードで chaingroup コマンドを使用して指定でき
ます。ACE には、SSL プロキシ サービスに指定した証明書付きの証明書チェー
ンが含まれます（「証明書の指定」の項を参照）。
このコマンドの構文は次のとおりです。

chaingroup group_name
group_name 引数は、既存の証明書チェーン グループの名前です（第 2 章「証明
書およびキーの管理」の「チェーン グループの作成」の項を参照）。チェーン グ
ループの最大サイズは 11 KB です。最大 64 文字の英数字からなる文字列を引用
符で囲まずに入力します。

（注）

チェーン グループ証明書を変更した場合、その変更は、chaingroup コマンドを
使用して SSL プロキシ サービスに関連付けられたチェーン グループを再指定し
た後に有効になります。
たとえば、証明書チェーン グループ MYCHAINGROUP を指定するには、次の
ように入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# chaingroup MYCHAINGROUP

SSL プロキシ サービスから証明書チェーン グループを削除するには、次のよう
に入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no chaingroup MYCHAINGROUP

クライアント認証のイネーブル化
通常の SSL ハンドシェイクでは、サーバが自身の証明書をクライアントに送信
します。クライアントはその証明書からサーバのアイデンティティを確認しま
す。ただし、クライアントは、クライアント自身の識別情報をサーバに送信しま
せん。クライアント認証機能を ACE で有効にすると、ACE はクライアントが
サーバに証明書を送信することを要求します。次に、サーバは証明書の下記の情
報について検証します。

• 認定されている CA が証明書を発行した。
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• 証明書の有効期間が満了していない。
• 証明書の署名が有効である。
• CA が証明書を取り消していない。

SSL プロキシ コンフィギュレーション モードで authgroup コマンド使用して、
ACE が SSL ハンドシェイク中に使用する証明書認証グループを指定し、この
SSL プロキシ サービスでクライアント認証を有効にできます。ACE には、SSL
プロキシ サービスに指定した証明書付きのグループに設定された証明書が含ま
れます（「証明書の指定」の項を参照）。
このコマンドの構文は次のとおりです。

authgroup group_name
group_name 引数は、既存の証明書認証グループ名です（第 2 章「証明書および
キーの管理」の「認証のための証明書グループの設定」の項を参照）。最大 64 文
字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。

（注）

ACE のクライアント認証を有効にした場合、ACE のパフォーマンスが大幅に低
下し、アクセスの失敗が発生する場合があります。さらに、CRL 取得を設定し
たり（「クライアント認証中の CRL の使用」の項を参照）、証明書の取り消しエ
ラーが原因で VIP トラフィックが 100 ～ 200 TPS を超えると、遅延が発生する
可能性があります。

（注）

authgroup を変更した場合、その変更は authgroup コマンドを使用して SSL プ
ロキシ サービスに関連付けられた authgroup を再指定した後にのみ有効になり
ます。
たとえば、証明書認証グループ AUTH-CERT1 を指定するには、次のように入
力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# authgroup AUTH-CERT1

SSL プロキシ サービスから証明書認証グループを削除するには、次のように入
力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no authgroup AUTH-CERT1

SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン

3-32

OL-25330-01-J

第3章

SSL 終了の設定
SSL プロキシ サービスの作成および定義

クライアント認証中の CRL の使用
デフォルトでは、ACE は、クライアント認証中に証明書失効リスト（CRL）を
使用しません。ACE は、HTTP または LDAP を介した CRL のダウンロードを
サポートします。次のいずれかの方法で、CRL を使用するように SSL プロキシ
サービスを設定できます。

• ACE は、サービス用の各クライアント証明書をスキャンして、認証拡張内
の CRL をポイントする CRL 分散ポイント（CDP）が含まれているかどう
かを判断し、その後で、CDP が有効な場合はその場所からその CRL を取得
することができます。CDP に http:// または ldap:// ベースの URL がある場
合は、その URL を使用して、CRL を ACE にダウンロードします。
• ACE が CRL を取得する CRL のダウンロード場所を手動で設定できます
（「CRL のダウンロード場所の設定」の項を参照）。

（注）

デフォルトでは、使用されている CRL がその更新日を過ぎた場合、ACE はクラ
イアント証明書を拒否しません。CRL が期限切れになった場合に証明書を拒否
するように ACE を設定するには、expired-crl reject コマンドを使用します。詳
細については、
「期限切れの CRL クライアント証明書の拒否」のセクションを参
照してください。
ベスト エフォート CRL が設定されている場合に CRL のダウンロードを試みる
と、以下のようになります。

• ACE は、証明書内、または ACE で設定されている最初の 4 つの CDP のみ
を考慮します。証明書から取得された CDP の場合、ACE は、CRL のダウ
ンロード用に、有効で完全な CDP だけを考慮します。1 つの CDP で CRL
が正常にダウンロードされた場合、ACE は、CRL のダウンロード用に後続
の CDP は考慮しません。
• 最初の 4 つの CDP のいずれも有効ではなく CRL のダウンロードを続行でき
ない場合、パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで
authentication-failure ignore コマンドを設定していない限り、ACE はその
証明書を失効と判断します。

• ACE が 4 つの有効な CDP を試したあとで CRL のダウンロードに失敗した
場合、パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで
authentication-failure ignore コマンドを設定していない限り、ACE は開始
した SSL 接続を中止します。
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• 提示された証明書内に CDP エラーを検出した場合や、CRL のダウンロード
中に発生したエラーを検出した場合、ACE は、パラメータ マップ SSL コン
フィギュレーション モードで cdp-errors ignore コマンドが設定されていな
い限り、SSL 接続を拒否します。
• ACE は、形式が正しくない CDP をスキップし、後続の CDP を処理します。
形式が正しくない CDP を含む CDP エラー統計情報を表示するには、show
crypto cdp-errors コマンドを使用します。
詳細な CRL ダウンロード統計情報については、第 6 章「SSL 情報および統計情
報の表示」の「CRL 情報の表示」の項を参照してださい。

SSL プロキシ コンフィギュレーション モードで crl コマンドを使用して、クラ
イアント認証にどの CRL 情報を使用するかを判断できます。このコマンドの構
文は次のとおりです。
crl {crl_name | best-effort}
引数とキーワードは次のとおりです。

• crl_name：コンフィギュレーション モードで crypto crl コマンドを使用し
て、CRL をダウンロードするときに CRL に割り当てた名前です。「CRL の
ダウンロード場所の設定」の項を参照してください。

• best-effort：ACE が各クライアント証明書をスキャンして、認証拡張内に
ある CRL をポイントする CDP が含まれているかどうかを判断し、その
CDP が有効な場合は、その場所から CRL を取得するように指定します。
たとえば、SSL プロキシ サービスのクライアント認証用の CRL1 CRL を有効に
するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# crl CRL1

CRL 情報のクライアント証明書をスキャンするには、次のように入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# crl best-effort

クライアント認証中に、ダウンロードされた CRL の使用を無効にするには、次
のように入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no crl CRL1

クライアント認証中に、CRL 情報のためにクライアント証明書の使用を無効に
するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no crl best-effort
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CRL のダウンロード場所の設定
ACE がクライアント認証用に SSL プロキシ サービスに CRL をダウンロードす
るときに使用する場所を設定できます。サービスがポリシー マップで設定され
ていない場合や、ポリシー マップがアクティブでない場合、ACE は CRL をダ
ウンロードしません。ACE は、次の条件下で CRL をダウンロードします。
• 最初に CRL を設定し、アクティブ レイヤ 4 ポリシー マップにアクションと
して適用する場合（「ポリシー マップと SSL プロキシ サーバ サービスの関
連付け」の項を参照）。

• ACE を再ロードする場合。
• CRL 自体で指定される NextUpdate CRL に到達すると、ACE はこの情報を
読み取り、それに基づいて CRL を更新します。ACE は、次のクライアント
認証要求時に、更新された CRL をダウンロードします。
コンテキストごとに最大 8 つの CRL を設定できます。CRL を設定したら、クラ
イアント認証用に SSL プロキシ サービスに割り当てます（「クライアント認証中
の CRL の使用」の項を参照）。

ACE は、ユーザが設定したドメイン ネーム システム（DNS）クライアントを使
用して、CRL 内のホスト名を IP アドレスに変換します。DNS クライアントの
設定の詳細については、「DNS クライアントの設定」の項を参照してください。
ダウンロードされた CRL を設定するには、コンフィギュレーション モードで
crypto crl コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto crl crl_name url
引数は次のとおりです。

• crl_name：CRL に割り当てる名前です。最大 64 文字の英数字からなる文字
列を引用符で囲まずに入力します。

• url：ACE が CRL を取得する URL です。CRL ファイル名が含まれる URL
のフル パスを、最大 255 文字の英数字からなる文字列として引用符で囲ま
ずに入力します。HTTP および LDAP URL の両方がサポートされます。
http:// プレフィックスまたは ldap:// プレフィックスで始まる URL を指定し
ます。

ldap:/// プレフィックスは、サーバ証明書の CDP 部分で有効な LDAP CRL
リンクとは見なされません。LDAP URL の有効な形式は次のとおりです。
– ldap://10.10.10.1:389/dc=cisco,dc=com?o=bu?certificateRevocationList
– ldap://10.10.10.1/dc=cisco,dc=com?o=bu?certificateRevocationList
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– ldap://ldapsrv.cisco.com/dc=cisco,dc=com?o=bu?certificateRevocationLi
st
– ldap://ldapsrv.cisco.com:389/dc=cisco,dc=com?o=bu?certificateRevocati
onList

URL の一部として疑問符（?）文字を使用するには、入力する前に Ctrl+V
キーを押します。押さないと、ACE は help コマンドとして疑問符を解釈し
ます。

（注）

ldap:// リンク内のホスト名は、DNS 設定を使用して解決されます。
LDAP では、TCP ポート 389 が使用されます。CRL を発行する LDAP
サーバが標準ではない LDAP ポートでリッスンする場合は、標準ではな
い LDAP ポートを CDP で設定する必要があります。

たとえば、CRL1 という名前を付ける CRL を http://crl.verisign.com/class1.crl
から設定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# crypto crl CRL1
http://crl.verisign.com/class1.crl

CRL を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no crypto crl CRL1

たとえば、図 3-4 に、クライアント認証の LDAP による CRL のダウンロードの
設定例を示します。
図 3-4

LDAP プロトコルによる CRL のダウンロード

ࢡࣛࣥࢺ
50.100.100.1

ACE

Web ࢧ࣮ࣂ
100.1.1.122

243512

LDAP ࢧ࣮ࣂ/DNS ࢧ࣮ࣂ
100.1.1.147

次に、クライアント証明書に署名したルート証明書を持つ認証グループ設定例を
示します。
crypto authgroup root_ca_pool
cert root-cert-2.cer
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次に、ldap:// ベースの CDP URL の設定例を示します。
crypto crl win2003crl1
ldap://windows2003-srv.win2003.cisco.com/CN=root-ca(2),CN=windows2003srv,CN=CDP,CN=Public%20Key%20Services,CN=Services,CN=Configuration,DC=
win2003,DC=cisco,DC=com?certificateRevocationList?base?objectClass=cRL
DistributionPoint
access-list capture-acl line 8 extended permit tcp any any
access-list permit-http line 8 extended permit tcp any any eq https

次に、CRL のダウンロード中に ACE が ldap:// URL のホスト名を正常に解決す
るための DNS の設定例を示します。
ip domain-lookup
ip domain-name win2003.cisco.com
ip name-server 10.1.1.147
rserver host SERVER1
ip address 10.1.1.122
inservice
ssl-proxy service SSL_PSERVICE_SERVER
key MYKEY.PEM
cert MYSCERT.PEM
authgroup root_ca_pool
crl win2003crl1
serverfarm host SFARM1
rserver SERVER1 80
inservice
class-map match-any L4_SSL-TERM_CLASS
3 match virtual-address 192.168.1.100 tcp eq https
class-map type http loadbalance match-all URLCLASS1
2 match http url .*
policy-map type loadbalance first-match L7_SSL-TERM_POLICY
class URLCLASS1
serverfarm SFARM1
policy-map multi-match L4_SSL-VIP_POLICY
class L4_SSL-TERM_CLASS
loadbalance vip inservice
loadbalance policy L7_SSL-TERM_POLICY
loadbalance vip icmp-reply
ssl-proxy server SSL_PSERVICE_SERVER
interface vlan 50
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ip address 10.1.1.138 255.255.0.0
no shutdown
interface vlan 200
ip address 192.168.1.254 255.255.0.0
access-group input permit-http
service-policy input L4_SSL-VIP_POLICY
no shutdown

グローバルな CRL パラメータの設定
コンフィギュレーション コマンド モードで crypto crlparams コマンドを使用し
て、証明書失効リスト（CRL）の署名検証を設定して、信頼できる認証局から
のものであるかを判定したり、CRL ダウンロードのタイムアウトを設定して、
ACE がサーバから CRL データを取得するのを待機する最大時間を指定できま
す。このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto crlparams crl_name cacert ca_cert_filename | timeout number
次のキーワードと引数があります。

• crl_name：既存の CRL の名前です。
• cacert ca_cert_filename：署名確認に使用する CA 証明書ファイルの名前で
す。

• timeout number：サーバとの接続を閉じる前に ACE が CRL データを待機
する秒数を指定します。スタティック CRL の場合、2 ～ 300 の整数を入力
します。ベスト エフォート CRL の場合、タイムアウトは 60 秒で、ユーザ
による設定はできません。ACE が、タイムアウト制限内に CRL データ全体
を受信しなかった場合、ACE はサーバとのソケット接続を閉じます。スタ
ティック CRL の場合、設定からスタティック CRL を削除することで、
CRL データのダウンロードを中止できます。
たとえば、CRL で署名確認を設定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# crypto crlparams CRL1 cacert MYCERT.PEM

CRL から署名確認を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no crypto crlparams CRL1
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たとえば、CRL1 に 200 秒の CRL ダウンロードのタイムアウトを設定するには、
次のコマンドを入力します。

host1/Admin(config)# crypto crl-params CRL1 timeout 200
CRL データのダウンロードのタイムアウトが期限切れになり、ダウンロードが
中止されると、ACE は、次のようにイベントを記録する syslog を生成します。
%ACE-6-253008: CRL crl_name could not be retrieved, reason: crl data
dnld timeout error

crl_name 変数は、CRL のダウンロードのタイムアウトが期限切れになったため
にダウンロードが中止された既存の CRL の名前を示します。

OCSP の設定
Online Certificate Status Protocol （OCSP）は、証明書の失効ステータスを識別
するためにクライアントとサーバ間で使用される方法です。OCSP サーバ
（OCSP レスポンダ）は、異なる認証局（CA）からの証明書情報を維持または取
得し、この情報を要求に応じてクライアントに提供します。OCSP の利点は、証
明書に関する最新情報を提供し、大量のメモリが必要になる場合がある証明書失
効リスト（CRL）をダウンロードして保存する必要性を排除することです。

ACE は OCSP クライアントとして機能し、HTTP を介して OCSP サーバに要求
を送信します。必要に応じて、要求は、指定された CA 証明書の公開キーで署名
される場合があります。要求には、次の主要な情報が含まれます。

• 証明書の ID
• 証明書発行元の識別名のハッシュ
• 証明書発行元の公開キーのハッシュ
サーバは、証明書が失効している、失効していない、またはステータス不明のい
ずれかを示す証明書失効情報で応答します。

ACE は、CRL を使用する代わりとして OCSP を使用します。この OCSP の実装
は、RFC 2560 に準拠していますが、RFC のすべてのオプション機能は含まれま
せん。ACE は次の RFC 2560 のオプション機能をサポートします。
• HTTP は唯一の OCSP トランスポート メカニズムです。
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• 署名者証明書には、id-kp-OCSPsigning extendedKeyUsage 拡張（RFC のセ
クション 4.2.2.2）が含まれる場合と、含まれない場合があります。これは、
証明書のその拡張を要求すると、要求への署名に適した証明書の選択が非常
に限定的になる可能性があるためです。

• オプションの要求の署名者証明書は、ACE が OCSP サーバに送る要求には
含まれません。

• ACE は、承認された OCSP レスポンダ証明書の認証または失効チェックを
実行しません。

• オプションでサポートされるナンスを除き、RFC のセクション 4.4 で定義さ
れているその他の拡張はサポートされません。
証明書の複数の OCSP サーバ アクセスの場所の処理は、証明書内の複数の証明
書の CRL 分散ポイント（CDP）に対する手順と同じです。最大 4 つの
Authority Infomation Access（AIA）フィールドが証明書から取得されます。
同じ SSL プロキシ内に CRL サーバおよび OCSP サーバの両方を設定できます。
この場合、ACE が失効チェックを実行する順序を設定できます。デフォルトで
は、ACE は最初に OCSP サーバから、次に CRL から失効ステータスを取得し
ます。

（注）

CRL および OCSP サーバ情報の共存と、これらのトラバーサルによって、ハン
ドシェイクの完了に必要な時間が増加し、ACE 全体のパフォーマンスが低下す
ることがあります。
ここでは、次の内容について説明します。

• 注意事項および制約事項
• OCSP サーバの設定
• SSL プロキシ サービスへの OCSP サーバの適用
• 失効チェックのプライオリティの設定

注意事項および制約事項
OCSP の設定には次の注意事項と制限があります。
• ACE に設定できる OCSP サーバの最大数は 64 です。
• SSL プロキシ サービスに設定できる OCSP サーバの最大数は 10 です。
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• ACE は、スタティック OCSP サーバとベスト エフォート OCSP サーバの両
方を組み合わせて、最大で 64 の OCSP サーバ接続を処理できます。
• 同じプロキシ リスト内にベスト エフォート OCSP サーバとベスト エフォー
ト CRL を設定した場合、ACE は、リソースを節約するために、最大で 4 つ
の AIA と 4 つの CDP を取得します。
• 同じ SSL プロキシ サービスに OCSP サーバと CRL を設定すると、クライ
アント認証に遅延が生じる可能性があります。

• ACE は、署名者証明書に応答して、認証および失効チェックを実行しませ
ん。

OCSP サーバの設定
ACE が失効チェックに使用する OCSP サーバを設定できます。ACE に設定でき
る OCSP サーバの最大数は 64 です。64 の OCSP サーバすべてを 1 つのコンテ
キストに設定したり、複数のコンテキストに分散させることができます。OCSP
サーバ接続の最大数も 64 です。
SSL プロキシ サービスに適用する予定の OCSP サーバを設定するには、コン
フィギュレーション モードで crypto ocspserver コマンドを使用します。このコ
マンドの構文は次のとおりです。
crypto ocspserver ocsp_server_name url [conninactivitytout timeout]
[nonce enable | disable] [reqsigncert signer_cert_filename {reqsignkey
signer_key_filename}] [respsigncert response_signer_cert]
キーワード、オプション、および引数は次のとおりです。

• ocsp_server_name：OCSP サーバの ID です。SSL プロキシ サービスに
OCSP サーバを適用するには、この名前を使用します。最大 64 文字の英数
字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しませ
ん。

• url：http://ocsphost.com:port_id/ の形式の HTTP URL です。ポート ID は
オプションです。ポートを指定しない場合、デフォルト値の 2560 が使用さ
れます。IPv4 または IPv6 ベースの URL を指定できます。スペースを含ま
ず引用符なしの英数字を入力します（最大 255 文字）。
• conninactivitytout timeout：（任意）TCP 接続無活動タイムアウト。秒単
位。2 ～ 3600 の整数を入力します。デフォルトは 300 秒です。
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• nonce enable | disable：（任意）ナンスの使用を有効または無効にします。
デフォルトでは、nonce は無効化されています。ナンスは、OCSP 要求と応
答をバインドするために使用される一意の文字列です。ナンスが有効な場
合、ACE は OCSP サーバへ送信する要求に固有の文字列を含めます。サー
バは、応答を確認するために ACE への応答に文字列を含める必要がありま
す。

• reqsigncert signer_cert_filename：（任意）OCSP サーバへの発信要求に署
名するための署名者の証明書ファイル名です。デフォルトでは、要求は署名
されていません。

• reqsignkey signer_key_filename：（任意）OCSP サーバへの発信要求に署名
するための署名者の秘密キーのファイル名です。デフォルトでは、要求は署
名されていません。reqsigncert オプションを入力した場合、reqsignkey オ
プションを入力する必要があります。

• respsigncert response_signer_cert：（任意）OCSP サーバの応答の署名を確
認するための証明書です。デフォルトでは、OCSP サーバからの応答の署名
は確認されません。
たとえば、SSL 証明書の失効ステータスをチェックするために ACE によって使
用される OCSP サーバを設定するには、次のコマンドを入力します。
host1/Admin(config)# crypto ocspserver OCSP_SSERVER1
http://10.10.10.10/ nonce enable conninactivitytout 60

設定から OCSP サーバを削除するには、次のコマンドを入力します。
host1/Admin(config)# no crypto ocspserver OCSP_SSERVER1

SSL プロキシ サービスへの OCSP サーバの適用
SSL プロキシ サービスに最大 10 の OCSP サーバを適用できます。SSL プロキ
シ サービスに OCSP サーバを適用するには、SSL プロキシ コンフィギュレー
ション モードで ocspserver コマンドを使用します。このコマンドの構文は次の
とおりです。

ocspserver ocsp_server_name | best-effort
引数およびオプションは、次のとおりです。
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• ocsp_server_name：この SSL プロキシ サービスに適用する OCSP サーバの
ID です。既存の OCSP サーバの名前を、最大 64 文字の英数字としてスペー
スを含めずに入力します。

• best-effort：ACE が OCSP サーバから証明書の失効情報をベスト エフォー
ト方式で取得するように指定します。このキーワードを設定するときに、

ACE はクライアント証明書から OCSP サーバ情報（最大で 4 つの OCSP
サーバ情報要素）を取得します。このキーワードは、受け取るクライアント
またはサーバの証明書の AuthorityInfoAccess（AIA）の拡張を検索するよ
うに ACE に強制します。この拡張の形式は次のとおりです。
authorityInfoAccess = OCSP;URI:
http://test1.ocsp.ve/,OCSP;URI:http://test2.ocsp.ve/

best-effort が設定されている場合にこの拡張が証明書に含まれていない場
合、証明書は失効していると見なされます。
たとえば、PSERVICE_SERVER SSL プロキシ サービスに OCSP_SERVER1
OCSP サーバを適用するには、次のコマンドを入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# ocspserver OCSP_SERVER1

SSL プロキシ サービスにベスト エフォート OCSP サーバを適用するには、次の
コマンドを入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# ocspserver best-effort

SSL プロキシ サービスから OCSP サーバを削除するには、次のコマンドを入力
します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no ocspserver OCSP_SERVER1

失効チェックのプライオリティの設定
同じ SSL プロキシ サービスに OCSP と CRL の両方を設定する場合、ACE が
SSL 証明書の失効ステータスをチェックするためにこれら 2 つのリソースを使
用する順序を制御できます。失効チェックの順序を設定するには、SSL プロキ
シ コンフィギュレーション モードで revcheckprio コマンドを使用します。
OCSP または CRL の（両方の方法ではなく）いずれかが SSL プロキシ サービス
に適用されている場合、このコマンドは設定可能ではありません。このコマンド
の構文は次のとおりです。
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revcheckprio crl-ocsp | ocsp-crl
キーワードは次のとおりです。

• crl-ocsp：クライアントの SSL 証明書の失効ステータスを判定するために、
最初に CRL を使用し、次に OCSP を使用するように ACE に指示します。
• ocsp-crl：（デフォルト）クライアントの SSL 証明書の失効ステータスを判
定するために、最初に OCSP を使用し、次に CRL を使用するように ACE
に指示します。
このコマンドが設定されていない場合、ACE は、最初に OSCP を使用し、次に
CRL を使用して、SSL 証明書の失効ステータスを判定します。両方の方法で証
明書のステータスが判定できない場合、証明書は無効と見なされます。

（注）

デフォルトの失効チェックの優先順位（revcheckprio ocsp-crl ）は、該当する
優先順位が設定されていても、show running-config コマンドの出力には表示さ
れません。
たとえば、最初に CRL を使用し、次に OCSP を使用して失効ステータスを
チェックするように ACE を設定するには、次のコマンドを入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_SERVER
host1/Admin(config-ssl-proxy)# revcheckprio crl-ocsp

OCSP サーバの証明書の失効を最初に確認し次に CRL を確認する、ACE のデ
フォルトの動作をリセットするには、次のコマンドを入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no revcheckprio crl-ocsp

DNS クライアントの設定
クライアント認証機能により、CRL のホスト名にホスト名から IP アドレスへの
変換を提供する DNS サーバと通信するために、ドメイン ネーム システム
（DNS）クライアントを ACE に設定できます。クライアント認証の詳細につい
ては、「クライアント認証中の CRL の使用」の項を参照してください。

ACE の DNS クライアントを設定する前に、1 つ以上の DNS ネーム サーバが正
しく設定され、到達可能であることを確認します。設定されていないと、DNS
クライアントからの変換要求（ドメイン ルックアップ）は破棄されます。ネー
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ム サーバは、最大 3 台まで設定できます。ACE は、設定されたネーム サーバに
対して順番に、変換が成功するまでホスト名の解決を試行します。変換が失敗し
た場合、ACE はエラーを報告します。
非修飾ホスト名（ドメイン名が含まれないホスト名）の場合は、デフォルト ド
メイン名を設定するか、ACE が次のタスクを行うために使用できるドメイン名
のリストを設定できます。

• ホスト名を入力する
• DNS サーバと、ホスト名から IP アドレスへの解決を試みる

DNS クライアントの設定を表示するには、show running-config コマンドを使
用します。
ここでは、次の内容について説明します。

• ドメイン ルックアップの有効化
• デフォルトのドメイン名の設定
• ドメイン名の検索リストの設定
• ドメイン ネーム サーバの設定

ドメイン ルックアップの有効化
ACE による DNS サーバとのドメイン ルックアップ（ホストからアドレスへの
変換）の実行を有効にするには、コンフィギュレーション モードで ip
domain-lookup コマンドを使用します。デフォルトでは、このコマンドはディ
セーブルです。このコマンドの構文は次のとおりです。

ip domain-lookup
たとえば、ドメイン ルックアップを有効にするには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# ip domain-lookup

ドメイン ルックアップの状態をデフォルト値（無効）に戻すには、次のように
入力します。
host1/Admin(config)# no ip domain-lookup
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デフォルトのドメイン名の設定
DNS クライアント機能により、ACE が非修飾ホスト名を完成するために使用す
るデフォルトのドメイン名を設定することができます。未修飾のホスト名は、ド
メイン名が含まれない名前です（ドットのない名前）。ドメイン ルックアップが
有効で、デフォルトのドメイン名が設定されている場合、ACE は、非修飾ホス
ト名にドット（.）と設定されたデフォルト ドメイン名を付加し、ドメイン ルッ
クアップを試みます。
デフォルトのドメイン名を設定するには、コンフィギュレーション モードで ip
domain-name コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

ip domain-name name
name 引数は、引用符とスペースが含まれないテキスト文字列で、最大 85 文字
の英数字です。
たとえば、cisco.com のデフォルト ドメイン名を指定するには、次のように入力
します。
host1/Admin(config)# ip domain-name cisco.com

上記の例で、DNS ネーム サーバを使用して ACE がホスト名の IP アドレスへの
解決を試行する前に、ACE は CRL の任意の非修飾ホスト名に .cisco.com を追
加します。
設定からデフォルト ドメインを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no ip domain-name cisco.com

ドメイン名の検索リストの設定
単一のデフォルト ドメイン名を設定する代わりに、非修飾ホスト名を完成する
ために ACE が使用するドメイン名の検索リストを設定できます。ドメイン名の
リストには、最大で 3 つのドメイン名を含めることができます。ドメイン名のリ
ストおよびデフォルト ドメイン名の両方を設定する場合、ACE は単一のデフォ
ルト名ではなく、ドメイン名のリストだけを使用します。ドメイン名の検索を有
効にして、ドメイン名のリストを設定すると、ACE は IP アドレスに 1 つのドメ
イン名が解決されるまで各ドメイン名を順番に使用します。
ドメイン名の検索のリストを設定するには、ip domain-list コマンドを使用しま
す。このコマンドの構文は次のとおりです。
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ip domain-list name
name 引数は、引用符とスペースが含まれないテキスト文字列で、最大 85 文字
の英数字です。
たとえば、ドメイン名のリストを設定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# ip domain-list cisco.com
host1/Admin(config)# ip domain-list foo.com
host1/Admin(config)# ip domain-list xyz.com

リストからドメイン名を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no ip domain-list xyz.com

ドメイン ネーム サーバの設定
ホスト名を IP アドレスに解決するには、ACE に 1 つ以上（最大 3 つ）の既存の
DNS ネーム サーバを設定します。サーバが到達不能であることを確認するため
に、設定する前に各ネーム サーバの IP アドレスに ping を送信します。
ネーム サーバを設定するには、コンフィギュレーション モードで ip
name-server コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

ip name-server ip_address
ip_address 引数は、ネーム サーバの IP アドレスのドット付き 10 進表記です
（たとえば、192.168.12.15）。1 つのコマンドラインに最大 3 個のネーム サーバ
の IP アドレスを入力できます。
たとえば、DNS クライアント機能に対して 3 つのネーム サーバを設定するに
は、次のように入力します。
host1/Admin(config)# ip name-server 192.168.12.15 192.168.12.16
192.168.12.17

リストからネーム サーバを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no ip name-server 192.168.12.15
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SSL URL 書き換えと HTTP ヘッダー挿入の設定
クライアントが SSL 終了設定で暗号化トラフィックを ACE に送信する場合、
ACE は SSL トラフィックを終了してサーバにクリア テキストを送信します。
サーバは、クライアントと ACE の間で暗号化されたトラフィックがフローして
いることを認識していません。レイヤ 7 HTTP ロードバランシング ポリシー
マップに関連付けられているアクション リストを使用して、次のタスクを実行
するように ACE に指示できます。

• SSL URL 書き換え：ACE は、クライアントに応答を送信する前に、サーバ
からの Location 応答ヘッダーのリダイレクト URL を http:// から https:// に
変更します。

• SSL HTTP ヘッダー挿入：ACE は、接続を介して受け取る HTTP 要求を
HTTP ヘッダーを挿入することによって、次の SSL セッション情報をサー
バに提供します。

– セッション パラメータ：ACE およびクライアントが SSL ハンドシェイ
ク時にネゴシエートする SSL セッション パラメータ。
– サーバ認証のフィールド：ACE に存在する SSL サーバ証明書に関する
情報。

– クライアント認証のフィールド：クライアント認証を実行するように
ACE を設定した場合に、ACE がクライアントから取得する SSL クライ
アント認証に関する情報。
次の各項では、必要な指示を ACE に与えるアクション リストを使用して、SSL
URL 書き換えと HTTP ヘッダー挿入のために ACE を設定する方法について説
明します。
ここでは、次の内容について説明します。

• アクション リストの設定
• SSL URL 書き換えの設定
• SSL セッション パラメータの HTTP ヘッダー挿入の設定
• SSL サーバ証明書情報の HTTP ヘッダー挿入の設定
• SSL クライアント証明書情報の HTTP ヘッダー挿入の設定
• レイヤ 7 HTTP ロードバランシング ポリシー マップとアクション リストの
関連付け

• HTTP ヘッダー挿入を含む設定の例
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アクション リストの設定
SSL URL 書き換えまたは HTTP ヘッダー挿入を設定するには、まず、新しいア
クション リストを作成するか、タイプ modify の既存のアクション リストを使用
する必要があります。

注意

SSL HTTP ヘッダー挿入に設定するアクション リストは class-default クラス
マップだけに関連付ける必要があります。したがって、アクション リストが
class-default クラス マップではないクラス マップに現在関連付けられている
場合、SSL HTTP ヘッダー挿入の既存のアクション リストを設定できませ
ん。
アクション リストは、ACE で実行する関連アクションの名前付きグループで
す。たとえば、アクション リストを作成するには、コンフィギュレーション
モードで次のコマンドを入力します。
host1/Admin(config)# action-list type modify http SSL_ACTLIST
host1/Admin(config-actlist-modify)#

action-list type modify http コマンドにより、アクション リスト変更コンフィ
ギュレーション モードが開始され、次の機能のパラメータを定義できます。
• SSL URL 書き換え（「SSL URL 書き換えの設定」の項を参照）
• SSL セッション パラメータの挿入（「SSL セッション パラメータの HTTP
ヘッダー挿入の設定」の項を参照）

• SSL サーバ証明書フィールドの挿入（「SSL サーバ証明書情報の HTTP ヘッ
ダー挿入の設定」の項を参照）

• SSL クライアント証明書フィールドの挿入（「SSL クライアント証明書情報
の HTTP ヘッダー挿入の設定」の項を参照）
アクション リストの詳細については、『Server Load-Balancing Guide, Cisco
ACE Application Control Engine』を参照してください。

SSL URL 書き換えの設定
サーバは、クライアントと ACE 間の暗号化トラフィックには気づかないため、
HTTP リダイレクト応答の Location ヘッダー（301：Moved Permanently また
は 302：Found）にある URL を https://www.cisco.com ではなく
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http://www.cisco.com 形式でクライアントに返すことがあります。その場合、ク
ライアントは、元の要求がセキュリティのある URL だったにもかかわらず、暗
号化されていない無防備な URL へ要求を送信します。クライアント接続が
HTTP に変更されているため、空白のテキスト接続を使用して要求データをサー
バから取得できない場合があります。
ACE は SSL URL を書き換えることで、この問題を解決しています。これによ
り、クライアントに応答を送信する前に、サーバからの Location 応答ヘッダー
にあるリダイレクト URL を http:// から https:// に変更できます。URL を書き換
えることで、無防備な HTTP へのリダイレクトを回避できます。Web サーバへ
のすべてのクライアント接続が SSL になるため、セキュリティが確保された
HTTPS コンテンツをクライアントへ返すことができます。ACE は、URL に書
き換えが必要かどうかの判断に正規表現を一致条件として使用します。Location
応答ヘッダーが指定の正規表現と一致した場合、ACE は URL を書き換えます。
さらに、ACE はコマンドを提供して SSL と空白のポート番号の追加または変更
を実行します。
アクション リスト変更コンフィギュレーション モードで ssl url rewrite コマン
ドを使用して、SSL URL、SSL ポート、および書き換え用の空白のポートを定
義できます。このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl url rewrite location expression [sslport number1] [clearport number2]
引数、キーワード、およびオプションは次のとおりです。

• location expression：URL 正規表現の一致条件に基づき Location 応答ヘッ
ダー内の URL を書き換えます。Location ヘッダー内の URL が、指定した
URL 正規表現文字列に一致した場合、ACE は URL を http:// から https:// に
書き換えます。また、同時にポート番号も書き換えます。スペースを含まず
引用符なしの英数字を入力します（最大 255 文字）。または、ストリング全
体を引用符（"）で囲むことによって、スペースが含まれるテキスト ストリ
ングを入力することもできます。
入力した regex の場所は、ポートやパスが指定されていない元の URL（例：
www\.cisco\.com）と同じにする必要があります。ポートに対応付けるため
に、この項で後述する sslport および clearport キーワードを使用します。
パスを一致させる必要がある場合、HTTP ヘッダーの書き換え機能を使用し
て文字列を書き換えます。HTTP ヘッダーの書き換え機能の詳細について
は、
『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE Application Control Engine』
を参照してください。

ACE は、データ ストリングの照合に正規表現を使用することをサポートし
ます。正規表現に使用できる、サポート対象文字の一覧については、表 3-4
を参照してください。
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（注）

データ ストリングの照合時の正規表現では、ピリオド（.）および疑
問符（?）は文字通りの意味を持ちません。これらの記号を照合する
場合は、角カッコ（[ ]）を使用します（たとえば、www.xyz.com の
代わりに www[.]xyz[.]com を入力します）。ドット（.）または疑問
符（?）のエスケープとしてバックスラッシュ（\）を使用すること
もできます。

• sslport number1：（任意）サーバ リダイレクト応答をクライアントに送信す
る前に、ACE が空白のポート番号を変換する SSL ポート番号を指定しま
す。1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 443 です。
• clearport number2：（任意）サーバ リダイレクト応答をクライアントに送
信する前に、ACE が SSL ポート番号を変換する空白のポート番号を指定し
ます。1 ～ 65535 の整数を入力します。デフォルトは 80 です。
たとえば、デフォルトの SSL ポート 443 とクリア ポート 8080 を使用して、
www.cisco.com または www.cisco.net の URL に対する SSL URL 書き換えを指
定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-actlist-modify)# ssl url rewrite location
www\.cisco\..* sslport 443 clearport 8080

上記の例で、ACE は次のタスクの実行を試みます。

• すべての HTTP リダイレクトを http://www.cisco.com:8080 または
http://www.cisco.net:8080 に一致させる
• HTTP リダイレクトを https://www.cisco.com:443 または
https://www.cisco.net:443 として書き換える
• HTTP リダイレクトをクライアントに転送する

ssl url rewrite コマンドを入力したら、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ
「レイヤ 7 HTTP ロードバランシング ポリ
にアクション リストを関連付けます。
シー マップとアクション リストの関連付け」の項を参照してください。
表 3-4

文字列表現の一致に使用する特殊文字

表記法

説明

.

任意の 1 文字

.*

0 個以上の任意の文字

\.

ピリオド（エスケープ）
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表 3-4

文字列表現の一致に使用する特殊文字 （続き）

表記法

説明

[charset]

範囲内の任意の 1 文字に一致します。

[^charset]

範囲内の文字はどれも一致しません。その他の文字
はすべて、その文字のままです。

（）

表現のグループ化

(expr1 | expr2)

表現の論理和

(expr)*

0 個以上の表現

(expr)+

1 個以上の表現

expr{m,n}

表現を m ～ n 回繰り返します。m および n の範囲は
1 ～ 255 です。

expr{m}

表現が正確に m 回だけ繰り返す場合に一致します。
m の範囲は 1 ～ 255 です。

expr{m,}

表現が m 回以上繰り返す場合に一致します。m の範
囲は 1 ～ 255 です。

\a

アラート（ASCII 7）

\b

バックスペース（ASCII 8）

\f

用紙送り（ASCII 12）

\n

改行（ASCII 10）

\r

復帰（ASCII 13）

\t

タブ（ASCII 9）

\v

垂直タブ（ASCII 11）

\0

ヌル（ASCII 0）

\\

バックスラッシュ

\x##

2 桁の 16 進表記で指定された任意の ASCII 文字

SSL セッション パラメータの HTTP ヘッダー挿入の設定
ACE とクライアントが SSL ハンドシェイク時にネゴシエートする SSL セッショ
ン パラメータの情報（情報または SSL セッション ID の暗号化に使用される暗
号スイートなど）をサーバに提供するように、ACE に指示できます。この SSL
セッション情報をサーバに転送するために、ACE はネゴシエートされたセッ
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ション パラメータ フィールドを含む HTTP ヘッダーを挿入します。これらの
フィールドは、ACE がクライアント接続を介して受信する HTTP 要求に指定さ
れます。この後、ACE はサーバに HTTP 要求を転送します。

（注）

HTTP ヘッダーのスプーフィングを防ぐため、ACE は、HTTP 要求に挿入する
ヘッダーのいずれかに一致する受信 HTTP ヘッダーをすべて削除します。
SSL セッション情報を挿入するように ACE に指示した場合、持続性再バランス
がデフォルトで有効になっているため、ACE はクライアント接続を介して受信
するすべての HTTP 要求に対して、HTTP ヘッダー情報を挿入します。ACE と
クライアントが接続を再ネゴシエートする必要がある場合、新しいセッション
パラメータを反映するために、ACE はサーバに送信する HTTP ヘッダー情報を
更新します。ACE がすべての HTTP 要求に SSL ヘッダー情報を挿入しないよう
にする場合は、HTTP パラメータ マップで持続性再バランスを無効にします。
また、header modify per-request コマンドを有効にして HTTP パラメータ マッ
プを作成して、ACE が接続を介して受け取るすべての HTTP 要求にセッション
情報を挿入するように指示することもできます。その後、ACE がトラフィック
に適用するポリシー マップでパラメータ マップを参照します。HTTP パラメー
タ マップの作成の詳細については、『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE
Application Control Engine』を参照してください。

（注）

ACE が挿入できるデータの最大量は 2048 バイトです。この制限を超えると、
ACE はデータを切り捨てます。
アクション リスト変更コンフィギュレーション モードで ssl header-insert
session コマンドを使用して、特定の SSL セッション情報が含まれる HTTP ヘッ
ダーを挿入できます。SSL セッション情報のフィールドを含む HTTP ヘッダー
を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl header-insert session specific_field [prefix prefix_string | rename
new_field_name]
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次のキーワードと引数があります。

• specific_field：HTTP ヘッダーに挿入するセッション フィールドの名前で
す。有効なセッション フィールド名のリストについては、表 3-5 を参照し
てください。

• prefix prefix_string：（任意）プレフィックス文字列を指定の SSL セッショ
ンのフィールドの前に挿入します。たとえば、SSL セッションのフィールド
名 Cipher-Name にプレフィックス Acme-SSL を指定する場合、そのフィー
ルド名は Acme-SSL-Session-Cipher-Name になります。テキスト文字列を
入力します。ACE が許容するプレフィックス文字列とフィールドの名前の
最大合計数は、32 です。
• rename new_field_name：（任意）指定された SSL セッション フィールドに
新しい名前を割り当てます。スペースを含まないテキスト ストリングを、
引用符で囲まずに入力します。ACE が許容するフィールド名文字の最大数
は、32 です。

（注）

prefix と rename オプションは相互に排他的なため、両方を設定することはでき
ません。名前を変更する SSL セッション フィールド名にプレフィックスも割り
当てる場合は、rename オプションを使用します。
表 3-5 に、サポートされる SSL セッション フィールドを示します。

表 3-5

SSL セッション情報：SSL セッション フィールド

セッション フィールド

説明

Cipher-Key-Size

対称暗号キーのサイズ。
形式：共有キーの長さをバイト単位で指定するすべての整数。
例：Session-Cipher-Key-Size: 32

Cipher-Name

対称暗号スイートの名前。
形式：セッション中にネゴシエートされる暗号スイートの OpenSSL
のバージョン名。
例：Session-Cipher-Name: EXP1024-RC4-SHA
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表 3-5

SSL セッション情報：SSL セッション フィールド （続き）

セッション フィールド

説明

Cipher-Use-Size

対称暗号で使用されるサイズ。
形式：Cipher-Key-Size が使用されるバイト数を指定するすべての整
数。使用されるアルゴリズムによっては、すべてのバイト数が使用さ
れない場合があります。
例：Session-Cipher-Use-Size: 7

Id

SSL セッション ID。デフォルト値は 0 です。
形式：セッション ID がネゴシエートされていてビッグエンディアン
形式で出力された場合に、このセッション中にネゴシエートされた
32 バイトのセッション ID。先頭に 0x が付かず、コロン（:）で区切
られた小文字の英数字からなる 16 進数。
例：Session-Id: 75:45:62:cf:ee:71:de:ad:be:ef:00:33:ee:23:89:

25:75:45:62:cf:ee:71:de:ad:be:ef:00:33:ee:23:89:25

Protocol-Version

SSL または TLS のバージョン。
形式：SSL または TLS のどちらのプロトコルが使用されているかを
示す文字列に続いてバージョン番号。
例：Session-Protocol-Version: TLSv1
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表 3-5

SSL セッション情報：SSL セッション フィールド （続き）

セッション フィールド

説明

Step-Up

SGC または StepUp 暗号化を使用。
形式：ACE が、128 ビット暗号化を使用してセキュリティを強化す
るために、Server Gated Cryptography（SGC）または Step-Up 暗号
化のどちらを使用しているかを示す文字列。
例：Session-Step-Up: YES
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表 3-5

SSL セッション情報：SSL セッション フィールド （続き）

セッション フィールド

説明

Verify-Result

SSL セッションの検証結果。
形式：SSL セッションの検証結果を示す文字列値。表示される可能性
のある値は次のとおりです。

• ok：SSL セッションが確立されました。
• certificate is not yet valid：クライアント証明書がまだ有効ではあ
りません。

• certificate is expired：クライアント証明書の期限が切れていま
す。

• bad key size：クライアント証明書のキー サイズが不正です。
• invalid not before field：クライアント証明書の notBefore フィー
ルドが認識されない形式です。

• invalid not after field：クライアント証明書の notAfter フィール
ドが認識されない形式です。

• certificate has unknown issuer：クライアント証明書の発行元が不
明です。

• certificate has bad signature：クライアント証明書に不正な署名が
含まれます。

• certificate has bad leaf signature：クライアント証明書に不正な
リーフ シグニチャが含まれます。

• unable to decode issuer public key：ACE が発行元の公開キーを
解読できません。

• unsupported certificate：クライアント証明書がサポートされてい
ません。

• certificate revoked：クライアント証明書が失効しました。
• internal error：内部エラーです。
例：Session-Verify-Result: ok
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たとえば、HTTP ヘッダーに SSL セッションで使用される暗号スイート名を挿
入するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-actlist-modify)# ssl header-insert session
Cipher-Name

サーバによって受信される各セッション パラメータ フィールドに ssl
header-insert session コマンドを繰り返します。

SSL の HTTP ヘッダー情報挿入の成功率を追跡するカウンタの詳細については、
第 6 章「SSL 情報および統計情報の表示」を参照してください。

SSL サーバ証明書情報の HTTP ヘッダー挿入の設定
ACE 上にある、公開キーまたは証明書のシリアル番号に使用するアルゴリズム
などのサーバ証明書に関する情報をサーバに提供するように、ACE に指示でき
ます。この SSL セッション情報をサーバに転送するために、ACE はサーバ証明
書フィールドを含む HTTP ヘッダーを挿入します。これらのフィールドは、
ACE がクライアント接続を介して受信する HTTP 要求に指定されます。この後、
ACE はサーバに HTTP 要求を転送します。
（注）

HTTP ヘッダーのスプーフィングを防ぐため、ACE は、HTTP 要求に挿入する
ヘッダーのいずれかに一致する受信 HTTP ヘッダーをすべて削除します。
SSL サーバ証明書情報を挿入するように ACE に指示した場合、持続性再バラン
スがデフォルトで有効になっているため、ACE はクライアント接続を介して受
信するすべての HTTP 要求に対して、HTTP ヘッダー情報を挿入します。ACE
が接続を介して受信するすべての HTTP 要求に情報を挿入しないようにする場
合は、HTTP パラメータ マップで持続性再バランスを無効にします。また、
header modify per-request コマンドを有効にして HTTP パラメータ マップを作
成して、ACE が接続を介して受け取るすべての HTTP 要求に情報を挿入するよ
うに指示することもできます。その後、ACE がトラフィックに適用するポリ
シー マップでパラメータ マップを参照します。HTTP パラメータ マップの作成
の詳細については、『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE Application
Control Engine』を参照してください。

（注）

ACE が挿入できるデータの最大量は 512 バイトです。この制限を超えると、
ACE はデータを切り捨てます。
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アクション リスト変更コンフィギュレーション モードで ssl header-insert
server-cert コマンドを使用して、特定の SSL サーバ証明書情報フィールドが含
まれる HTTP ヘッダーを挿入できます。サーバ証明書情報のフィールドを含む
SSL HTTP ヘッダーを削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl header-insert server-cert specific_field [prefix prefix_string | rename
new_field_name]
次のキーワードと引数があります。

• specific_field：HTTP ヘッダーに挿入するサーバ証明書（ServerCert）
フィールド名です。有効なサーバ証明書フィールド名のリストについては、
表 3-6 を参照してください。

• prefix prefix_string：（任意）プレフィックス文字列を指定のサーバ証明書
フィールド名の前に挿入します。たとえば、サーバ証明書のフィールド名

Authority-Key-Id にプレフィックス Acme-SSL を指定する場合、フィール
ド名は Acme-SSL-ServerCert-Authority-Key-Id になります。テキスト文字
列を入力します。ACE が許容するプレフィックス文字列とフィールドの名
前の最大合計数は、32 です。
• rename new_field_name：（任意）指定されたサーバ証明書フィールドに新
しい名前を割り当てます。スペースを含まないテキスト ストリングを、引
用符で囲まずに入力します。ACE が許容するフィールドの名前とプレ
フィックス文字列の最大合計数は、32 です。

（注）

prefix と rename オプションは相互に排他的なため、両方を設定することはでき
ません。名前を変更するサーバ証明書フィールド名にプレフィックスも割り当て
る場合は、rename オプションを使用します。
表 3-6 に、サポートされる SSL サーバ証明書フィールドを示します。証明書が
生成された方法や、使用された主要アルゴリズムによっては、証明書でこれらの
フィールドの一部が表示されない可能性があります。
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表 3-6

SSL セッション情報：サーバ証明書フィールド

ServerCert フィールド
Authority-Key-Id

説明

X.509 認証のキー ID。
形式：X.509 バージョン 3 認証キー ID を示す、コロンで
区切られた、16 進バイトの ASCII 文字列。
例：

ServerCert-Authority-Key-Identifier:16:13:15:97:FD:8E:1
6:B9:D2:99
Basic-Constraints

X.509 の基本制約。
形式：証明書のサブジェクトが認証局として機能できるか
どうかを示す文字列。取り得る値は CA=TRUE または
CA=FALSE です。
例：ServerCert-Basic-Constraints: CA=TRUE

Certificate-Version

X.509 証明書のバージョン。
形式：X.509 バージョンの数値（3、2、または 1）に続い
て、X.509 バージョンの ASN.1 定義値（2、1、または 0）
がカッコ内に示されます。
例：ServerCert-Certificate-Version: 3 (0x2)

Data-Signature-Alg

X.509 ハッシュと暗号化方式。
形式：証明書とアルゴリズム パラメータの署名に使用さ
れる md5WithRSAEncryption、sha1WithRSAEncryption、
または dsaWithSHA1 アルゴリズム。
例：ServerCert-Signature-Algorithm:

md5WithRSAEncryption

Fingerprint-SHA1

証明書の SHA1 ハッシュ出力。
形式：コロンで区切られた 16 進バイトの ASCII 文字列。
例：ServerCert-Fingerprint-SHA1:
64:75:CE:AD:9B:71:AC:25:ED:FE:DB:C7:4B:D4:1A:BA

Issuer

X.509 証明書発行元の識別名。
形式：この証明書を発行した認証局を表す文字列。
例：ServerCert-Issuer: CN=Example CA, ST=Virginia,
C=US/Email=ca@exampleca.com, 0=Root
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表 3-6

SSL セッション情報：サーバ証明書フィールド （続き）

ServerCert フィールド
Issuer-CN

説明

X.509 証明書発行元の通常名。
形式：証明書発行元の通常名を表す文字列。
例：ServerCert-Issuer-CN: www.exampleca.com

Not-After

証明書が無効になる日付。
形式：[Validity] フィールドの [Not After] の日付に指定さ
れる、ユニバーサル時間の文字列または汎用時間文字列。
例：ServerCert-Not-After: Dec 12 22:45:13 2014 GMT

Not-Before

証明書が有効になる日付。
形式：[Validity] フィールドの [Not Before] の日付に指定
される、ユニバーサル時間の文字列または汎用時間文字
列。
例：ServerCert-Not-Before: Dec 12 22:45:13 2011 GMT

Public-Key-Algorithm

公開キーに使用されるアルゴリズム。
形式：証明書の公開キーの作成に使用される

rsaEncryption、rsa、または dsaEncryption の公開キー ア
ルゴリズム。
例：ServerCert-Public-Key-Algorithm: rsaEncryption

RSA-Exponent

公開 RSA 指数。
形式：RSA アルゴリズム指数（e）を表すすべての整数。
例：ServerCert-RSA-Exponent: 65537

RSA-Modulus

RSA アルゴリズムの係数。
形式：先頭に 0x が付かず、コロン（:）で区切られた小文
字の英数字からなるビッグエンディアン形式で出力された
16 進数の RSA アルゴリズムの係数（n）。指数（e）とと
もに、この係数は RSA 証明書の公開キー部分を形成しま
す。
例：ServerCert-RSA-Modulus: + 00:d8:1b:94:de:52:

a1:20:51:b1:77
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表 3-6

SSL セッション情報：サーバ証明書フィールド （続き）

ServerCert フィールド
RSA-Modulus-Size

説明

RSA 公開キーのサイズ。
形式：RSA 係数のすべての整数としてのビット数（通常
512、1024、または 2048）に続いて、ワード ビットが示
されます。
例：ServerCert-RSA-Modulus-Size: 1024 bit

Serial-Number

証明書のシリアル番号。
形式：認証局が割り当てるすべて整数値。これには、任意
の整数値を指定できます。
例：ServerCert-Serial-Number: 2

Signature

証明書の署名。
形式：先頭に 0x が付かず、コロン（:）で区切られた小文
字の英数字からなる、ビッグエンディアン形式で出力され
た 16 進数の証明書の他のフィールドのセキュア ハッシュ
とハッシュのデジタル署名。
例：ServerCert-Signature: 33:75:8e:a4:05:92:65

Signature-Algorithm

証明書の署名アルゴリズム。
形式：セキュア ハッシュ アルゴリズムの

md5WithRSAEncryption、sha1WithRSAEncryption、ま
たは dsaWithSHA1。
例：ServerCert-Signature-Algorithm:
nmd5WithRSAEncryption

Subject

X.509 サブジェクトの識別名。
形式：認証される秘密キーを所有するサブジェクトを表す
文字列。
例：ServerCert-Subject: CN=Example, ST=Virginia,
C=US/Email=ca@example.com, 0=Root
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表 3-6

SSL セッション情報：サーバ証明書フィールド （続き）

ServerCert フィールド
Subject-CN

説明

X.509 サブジェクトの共通名。
形式：証明書発行元の通常名を表す文字列。
例：ServerCert-Subject-CN: CN=Example, ST=Virginia,
C=US/Email=ca@example.com, 0=Root

Subject-Key-Id

X.509 サブジェクトのキー識別子。
形式：X.509 バージョン 3 サブジェクト キー ID を示す、
コロンで区切られた、16 進バイトの ASCII 文字列。
例：ServerCert-Subject-Key-Identifier: 16:13:15:97:
FD:8E:16:B9:D2:99
たとえば、HTTP ヘッダーにサーバ証明書の識別名を挿入するには、次のように
入力します。
host1/Admin(config-actlist-modify)# ssl header-insert server-cert
Subject

サーバで受信する各サーバ証明書のフィールドごとに ssl header-insert
server-cert コマンドを繰り返します。

SSL の HTTP ヘッダー情報挿入の成功率を追跡するカウンタの詳細については、
第 6 章「SSL 情報および統計情報の表示」を参照してください。

SSL クライアント証明書情報の HTTP ヘッダー挿入の設定
クライアント認証のために ACE を設定する場合、ACE がクライアントから受信
するクライアント証明書に関する情報をサーバに提供するように ACE に指示で
きます。この SSL セッション情報により、サーバはクライアント要求を適切に
管理し、証明書のシリアル番号または公開キー アルゴリズムなどの、証明書内
の公開キーの作成に使用される証明書の情報を含めることができます。SSL
セッション情報をサーバに転送するために、ACE はクライアント証明書フィー
ルドを含む HTTP ヘッダーを挿入します。これらのフィールドは、ACE がクラ
イアント接続を介して受信する HTTP 要求に指定されます。この後、ACE は
サーバに HTTP 要求を転送します。
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（注）

HTTP ヘッダーのスプーフィングを防ぐため、ACE は、HTTP 要求に挿入する
ヘッダーのいずれかに一致する受信 HTTP ヘッダーをすべて削除します。
SSL クライアント証明書情報を挿入するように ACE に指示した場合、持続性再
バランスがデフォルトで有効になっているため、ACE はクライアント接続を介
して受信するすべての HTTP 要求に対して、HTTP ヘッダー情報を挿入します。
ACE が接続を介して受信するすべての HTTP 要求に情報を挿入しないようにす
る場合は、HTTP パラメータ マップで持続性再バランスを無効にします。また、
header modify per-request コマンドを有効にして HTTP パラメータ マップを作
成して、ACE が接続を介して受け取るすべての HTTP 要求に情報を挿入するよ
うに指示することもできます。その後、ACE がトラフィックに適用するポリ
シー マップでパラメータ マップを参照します。HTTP パラメータ マップの作成
の詳細については、『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE Application
Control Engine』を参照してください。

（注）

SSL クライアント証明書のフィールドの情報が含まれる HTTP ヘッダーを挿入
するためには、クライアント認証のために設定された ACE が必要です（「クラ
イアント認証のイネーブル化」を参照）。ヘッダー挿入を設定しても、クライア
ント認証用に ACE が設定されていない場合、ヘッダー情報は挿入されず、ヘッ
ダー挿入操作を追跡するカウンタはインクリメントしません（第 6 章「SSL 情
報および統計情報の表示」を参照）。

（注）

ACE が挿入できるデータの最大量は 512 バイトです。この制限を超えると、
ACE はデータを切り捨てます。
アクション リスト変更コンフィギュレーション モードで ssl header-insert
client-cert コマンドを使用して、特定の SSL クライアント証明書フィールドが
含まれる HTTP ヘッダーを挿入できます。HTTP ヘッダーからクライアント証
明書情報を削除するには、このコマンドの no 形式を使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl header-insert client-cert specific_field [prefix prefix_string | rename
new_field_name]
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次のキーワードと引数があります。

• specific_field：HTTP ヘッダーに挿入するクライアント証明書（ClientCert）
フィールド名です。有効なサーバ証明書フィールド名のリストについては、
表 3-7 を参照してください。

• prefix prefix_string：（任意）プレフィックス文字列を指定のクライアント
証明書フィールド名の前に挿入します。たとえば、クライアント証明書の
フィールド名 Authority-Key-Id にプレフィックス Acme-SSL を指定する場
合、フィールド名は Acme-SSL-ClientCert-Authority-Key-Id になります。
テキスト文字列を入力します。ACE が許容するプレフィックス文字列と
フィールドの名前の最大合計数は、32 です。

• rename new_field_name：（任意）指定されたクライアント証明書フィール
ドに新しい名前を割り当てます。スペースを含まないテキスト ストリング
を、引用符で囲まずに入力します。ACE が許容するフィールドの名前とプ
レフィックス文字列の最大合計数は、32 です。

（注）

prefix と rename オプションは相互に排他的なため、両方を設定することはでき
ません。名前を変更するクライアント証明書フィールド名にプレフィックスも割
り当てる場合は、rename オプションを使用します。
表 3-7 に、サポートされる SSL クライアント証明書フィールドを示します。証
明書が生成された方法や、使用された主要アルゴリズムによっては、証明書でこ
れらのフィールドの一部が表示されない可能性があります。

表 3-7

SSL セッション情報：SSL クライアント証明書フィールド

ClientCert フィールド
Authority-Key-Id

説明

X.509 認証のキー ID。
形式：X.509 バージョン 3 認証キー ID を示す、コロンで
区切られた、16 進バイトの ASCII 文字列。
例：ClientCert-Authority-Key-Identifier: 16:13:15:
97:FD:8E:16:B9:D2:99

Basic-Constraints

X.509 の基本制約。
形式：証明書のサブジェクトが認証局として機能できるか
どうかを示す文字列。取り得る値は CA=TRUE または
CA=FALSE の基本制約です。
例：ClientCert-Basic-Constraints: CA=TRUE
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表 3-7

SSL セッション情報：SSL クライアント証明書フィールド （続き）

ClientCert フィールド
Certificate-Version

説明

X.509 証明書のバージョン。
形式：X.509 バージョンの数値（3、2、または 1）に続い
て、X.509 バージョンの ASN.1 定義値（2、1、または 0）
がカッコ内に示されます。
例：ClientCert-Certificate-Version: 3 (0x2)

Data-Signature-Alg

X.509 ハッシュと暗号化方式。
形式：証明書とアルゴリズム パラメータの署名に使用され
る md5WithRSAEncryption、sha1WithRSAEncryption、
または dsaWithSHA1 アルゴリズム。
例：ClientCert-Signature-Algorithm:

md5WithRSAEncryption

Fingerprint-SHA1

証明書の SHA1 ハッシュ。
形式：コロンで区切られた 16 進バイトの ASCII 文字列。
例：ClientCert-Fingerprint-SHA1:
64:75:CE:AD:9B:71:AC:25:ED:FE:DB:C7:4B:D4:1:BA

Issuer

X.509 証明書発行元の識別名。
形式：証明書を発行した認証局を表す文字列。
例：ClientCert-Issuer: CN=Example CA, ST=Virginia,
C=US/Email=ca@exampleca.com, 0=Root

Issuer-CN

X.509 証明書発行元の通常名。
形式：証明書発行元の通常名を表す文字列。
例：ClientCert-Issuer-CN: www.exampleca.com

Not-After

証明書が無効になる日付。
形式：[Validity] フィールドの [Not After] の日付に指定さ
れる、ユニバーサル時間の文字列または汎用時間文字列。
例：ClientCert-Not-After: Dec 12 22:45:13 2014 GMT
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表 3-7

SSL セッション情報：SSL クライアント証明書フィールド （続き）

ClientCert フィールド
Not-Before

説明
証明書が有効になる日付。
形式：[Validity] フィールドの [Not Before] の日付に指定
される、ユニバーサル時間の文字列または汎用時間文字
列。
例：ClientCert-Not-Before: Dec 12 22:45:13 2011 GMT

Public-Key-Algorithm

公開キーに使用されるアルゴリズム。
形式：証明書の公開キーの作成に使用される

rsaEncryption、rsa、または dsaEncryption の公開キー ア
ルゴリズム。
例：ClientCert-Public-Key-Algorithm: rsaEncryption

RSA-Exponent

公開 RSA 指数。
形式：RSA アルゴリズムの指数（e）のためにすべての整
数として出力される。
例：ClientCert-RSA-Exponent: 65537

RSA-Modulus

RSA アルゴリズムの係数。
形式：先頭に 0x が付かず、コロン（:）で区切られた小文
字の英数字からなるビッグエンディアン形式で出力された
16 進数の RSA アルゴリズムの係数（n）。指数（e）とと
もに、この係数は RSA 証明書の公開キー部分を形成しま
す。
例：ClientCert-RSA-Modulus: +00:d8:1b:94:de:
52:a1:20:51:b1:77

RSA-Modulus-Size

RSA 公開キーのサイズ。
形式：RSA 係数のすべての整数としてのビット数（通常
512、1024、または 2048）に続いて、ワード ビットが示
されます。
例：ClientCert-RSA-Modulus-Size: 1024 bit
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表 3-7

SSL セッション情報：SSL クライアント証明書フィールド （続き）

ClientCert フィールド
Serial-Number

説明
証明書のシリアル番号。
形式：認証局が割り当てるすべて整数値。これには、任意
の整数値を指定できます。
例：

ClientCert-Serial-Number: 2
Signature

証明書の署名。
形式：先頭に 0x が付かず、コロン（:）で区切られた小文
字の英数字からなる、ビッグエンディアン形式で出力され
た 16 進数の証明書の他のフィールドのセキュア ハッシュ
とハッシュのデジタル署名。
例：ClientCert-Signature: 33:75:8e:a4:05:92:65

Signature-Algorithm

証明書の署名アルゴリズム。
形式：セキュア ハッシュ アルゴリズムの

md5WithRSAEncryption、sha1WithRSAEncryption、ま
たは dsaWithSHA1。
例：ClientCert-Signature-Algorithm:
md5WithRSAEncryption

Subject

X.509 サブジェクトの識別名。
形式：認証される秘密キーを所有するサブジェクトを表す
文字列。
例：ClientCert-Subject: CN=Example, ST=Virginia,
C=US/Email=ca@example.com, 0=Root
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表 3-7

SSL セッション情報：SSL クライアント証明書フィールド （続き）

ClientCert フィールド
Subject-CN

説明

X.509 サブジェクトの共通名。
形式：証明書が発行されたサブジェクトの共通名を表す文
字列。
例：ClientCert-Subject-CN: www.cisco.com

Subject-Key-Id

X.509 サブジェクトのキー識別子。
形式：X.509 バージョン 3 サブジェクト キー ID を示す、
コロンで区切られた、16 進バイトの ASCII 文字列。
例：ClientCert-Subject-Key-Identifier: 16:13:15:97:

FD:8E:16:B9:D2:99

たとえば、HTTP ヘッダーにクライアント証明書の識別名を挿入するには、次の
ように入力します。
host1/Admin(config-actlist-modify)# ssl header-insert client-cert
Subject

サーバで受信する各クライアント証明書のフィールドごとに ssl header-insert

client-cert コマンドを繰り返します。
SSL の HTTP ヘッダー情報挿入の成功率を追跡するカウンタの詳細については、
第 6 章「SSL 情報および統計情報の表示」を参照してください。

レイヤ 7 HTTP ロードバランシング ポリシー マップとアク
ション リストの関連付け
アクション リストとレイヤ 7 HTTP ロードバランシング ポリシー マップを関連
付けるには、ポリシー マップ ロードバランシング クラス コンフィギュレーショ
ン モードで action コマンドを使用します。クラス マップおよびポリシー マップ
の作成の詳細については、
「SSL 終了用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップ
の作成」および「SSL 終了用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成」
の項を参照してください。
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注意

SSL HTTP ヘッダー挿入が設定されたアクション リストを class-default クラ
ス マップのみと関連付ける必要があります。
このコマンドの構文は次のとおりです。

action name
name 引数は、既存アクション リストの識別子です。最大 64 文字の英数字から
なる文字列を引用符で囲まずに入力します。
たとえば、レイヤ 7 HTTP ロードバランシング ポリシー マップと SSL URL 書
き換えのアクション リストを関連付けるには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance http first-match
L7_POLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class CLASS-DEFAULT
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# action SSL_ACTLIST

アクションとポリシー マップの関連付けを解除するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no action SSL_ACTLIST

HTTP ヘッダー挿入を含む設定の例
ここでは、次の設定例について説明します。

• 最初の HTTP 要求のみへの SSL セッション情報の挿入
• すべての HTTP 要求への SSL セッション情報の挿入

すべての HTTP 要求への SSL セッション情報の挿入
ここでは、SSL セッション情報を挿入するためのアクション リスト
（ACTION-SSL-INS）が含まれる設定例を示します。この設定では、接続を介し
て受信する各 HTTP 要求にセッション情報を挿入するデフォルトの方式を使用
します。
設定例は次のとおりです。
serverfarm host SFARM-1
rserver SERVER1
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inservice
rserver SERVER2
inservice
crypto authgroup A1
cert CACERT3.PEM
ssl-proxy service SSL_PSERVICE_TERMINATION
key RSAKEY.PEM
cert RSACERT.PEM
authgroup A1
class-map type http loadbalance match-all CM-1
2 match http url /index.html
action-list type modify http ACTION-SSL-INS
ssl header-insert session Id prefix SSLssl header-insert server-cert Issuer
ssl header-insert client-cert Serial-Number rename
Client-Serial-Number
policy-map type loadbalance http first-match PM-HTTP-LB
class CM-1
serverfarm SFARM-1
class class-default
action ACTION-SSL-INS
policy-map multi-match SP-HTTP-LB-POLICY
class VIP-MERCURY
loadbalance vip inservice
loadbalance policy PM-HTTP-LB
loadbalance vip icmp-reply
inspect http
appl-parameter http advanced-options HTTP-PMAP
ssl-proxy server SSL_PSERVICE_TERMINATION
interface vlan 2524
ip address 2001:DB8:1::1/64 <---------- IPv6 address
or
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 <--IPv4 address
access-group input ALL
service-policy input SP-HTTP-LB-POLICY
service-policy input MGMT-POLICY
no shutdown
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最初の HTTP 要求のみへの SSL セッション情報の挿入
ここでは、SSL セッション情報を挿入するためのアクション リスト
（ACTION-SSL-INS）が含まれる設定例を示します。この設定には、ACE が接
続を介して受信する最初の HTTP 要求のみにセッション情報を挿入するように
ACE に指示する HTTP パラメータ マップ（HTTP-PMAP）が含まれます。この
例では、パラメータ マップは no persistence-rebalance コマンドを使用して、
すべての HTTP 要求への HTTP ヘッダー挿入を無効にします。HTTP パラメー
タ マップの作成の詳細については、『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE
Application Control Engine』を参照してください。
設定例は次のとおりです。
serverfarm host SFARM-1
rserver SERVER1
inservice
rserver SERVER2
inservice
crypto authgroup A1
cert CACERT3.PEM
ssl-proxy service SSL_PSERVICE_TERMINATION
key RSAKEY.PEM
cert RSACERT.PEM
authgroup A1
class-map type http loadbalance match-all CM-1
2 match http url /index.html
parameter-map type http HTTP-PMAP
no persistence-rebalance
action-list type modify http ACTION-SSL-INS
ssl header-insert session Id prefix SSLssl header-insert server-cert Issuer
ssl header-insert client-cert Serial-Number rename
Client-Serial-Number
policy-map type loadbalance http first-match PM-HTTP-LB
class CM-1
serverfarm SFARM-1
class class-default
action ACTION-SSL-INS
policy-map multi-match SP-HTTP-LB-POLICY
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class VIP-MERCURY
loadbalance vip inservice
loadbalance policy PM-HTTP-LB
loadbalance vip icmp-reply
inspect http
appl-parameter http advanced-options HTTP-PMAP
ssl-proxy server SSL_PSERVICE_TERMINATION
interface vlan 2524
ip address 2001:DB8:1::1/64 <---------- IPv6 address
or
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 <--IPv4 address
access-group input ALL
service-policy input SP-HTTP-LB-POLICY
service-policy input MGMT-POLICY
no shutdown

SSL 終了用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス
マップの作成
ポリシー マップと関連付けるクラス マップは、指定する基準を満たすトラ
フィックのフィルタとして機能します。SSL 終了の場合は、次のトラフィック
特性の 1 つ以上に基づいて、一致基準を定義できます。

• アクセス リスト
• 仮想 IP アドレス
• 送信元 IP アドレスおよびサブネット マスク
• 宛先 IP アドレスおよびサブネット マスク
• TCP/UDP ポート番号またはポート範囲
コンフィギュレーション モードで class-map コマンドを使用して、レイヤ 3 お
よびレイヤ 4 クラス マップを作成できます。レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス
マップの作成および設定の詳細については、『Server Load-Balancing Guide,
Cisco ACE Application Control Engine』を参照してください。
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SSL 終了用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー
マップの作成
SSL 終了の場合、クライアントによって SSL サーバとして認識されるように
ACE を設定します。これを実現するには、ACE が着信トラフィックに適用する
レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを設定します。ポリシー マップは、指
定した基準に着信トラフィックが一致するかどうかを判定するために、関連付け
られたレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを使用します。一致が見つかると、
ACE はクライアントと SSL ハンドシェイクを実行し、関連する SSL プロキシ
サーバ サービスで指定したパラメータを使用して、SSL セッションを確立しま
す。
ここでは、次の内容について説明します。

• レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップとポリシー マップの関連付け
• ポリシー マップと SSL プロキシ サーバ サービスの関連付け

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成
コンフィギュレーション モードで policy-map コマンドを使用して、SSL 終了ポ
リシー マップを作成できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

policy-map multi-match policy_name
policy_name 引数は、ポリシー マップに割り当てる名前です。最大 64 文字の英
数字からなる、引用符で囲まれていない、スペースを含まないテキスト文字列を
入力します。
たとえば、ポリシー マップ L4POLICY を作成するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4POLICY

ポリシー マップを作成すると、CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードになります。
host1/Admin(config-pmap)#
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既存のポリシー マップを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no policy-map L4POLICY

「レイヤ 3 お
SSL クラス マップとポリシー マップの関連付けの詳細については、
よびレイヤ 4 クラス マップとポリシー マップの関連付け」の項を参照してくだ
さい。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップとポリシー マップの関
連付け
ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで class コマンドを使用して、
レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップをポリシー マップに関連付けることがで
きます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

class class-map
class-map 引数は、既存のクラス マップの名前です。最大 64 文字の英数字から
なる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。
たとえば、クラス マップ L4VIPCLASS をポリシー マップに関連付けるには、
次のように入力します。
host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class L4VIPCLASS

クラス マップをポリシー マップに関連付けた後、CLI はポリシーマップ クラス
マップ コンフィギュレーション モードになります。
host1/Admin(config-pmap-c)#

ポリシー マップとクラス マップの関連付けを削除するには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config-pmap)# no class L4VIPCLASS

クラス マップと SSL プロキシ サービスの関連付けの詳細については、「ポリ
シー マップと SSL プロキシ サーバ サービスの関連付け」の項を参照してくださ
い。
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ポリシー マップと SSL プロキシ サーバ サービスの関連付け
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで ssl-proxy server コマ
ンドを使用して、SSL プロキシ サーバ サービスをポリシー マップと関連付ける
ことができます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl-proxy server pservice
pservice 引数は既存の SSL プロキシ サーバ サービスの名前です。最大 64 文字
の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。
たとえば、SSL プロキシ サーバ サービス PSERVICE_SERVER をポリシー マッ
プと関連付けるには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4POLICY
host1/Admin(config-pmap)# class L4VIPCLASS
host1/Admin(config-pmap-c)# ssl-proxy server PSERVICE_SERVER

クラス マップの関連付けを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-pmap-c)# no ssl-proxy server PSERVICE_SERVER

VLAN へのポリシー マップの適用
ここでは、VLAN トラフィックにレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを適
用する方法を説明します。ACE では、ポリシーを現在のコンテキスト内のすべ
ての VLAN にグローバルに適用することも、コンテキスト内の特定の VLAN に
適用することもできます。
ここでは、次の内容について説明します。

• ポリシー マップのグローバルな適用
• 特定の VLAN へのポリシー マップの適用

ポリシー マップのグローバルな適用
コンフィギュレーション モードで service-policy コマンドを使用して、ポリ
シー マップをコンテキスト内のすべての VLAN にグローバルに適用できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン

3-76

OL-25330-01-J

第3章

SSL 終了の設定
VLAN へのポリシー マップの適用

service-policy input policy_name
policy_name 引数は、既存のポリシー マップの名前です。最大 64 文字の英数字
からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。
たとえば、ポリシー マップ L4POLICY をコンテキストのすべての VLAN にグ
ローバルに適用するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# service-policy input L4POLICY

ポリシーをすべての VLAN からグローバルに削除するには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config)# no service-policy input L4POLICY

特定の VLAN へのポリシー マップの適用
特定の VLAN インターフェイスにポリシー マップを適用するには、コンフィ
ギュレーション モードで interface コマンドを使用して、インターフェイス コン
フィギュレーション モードにする必要があります。
このコマンドの構文は次のとおりです。

interface vlan vlan
vlan 引数は、コンテキスト VLAN 番号です。2 ～ 4094 の整数を入力します。
たとえば、VLAN 10 のインターフェイス コンフィギュレーション モードにする
には、次のように入力します。
host1/Admin(config)# interface vlan 10
host1/Admin(config-if)#

インターフェイス コンフィギュレーション モードで service-policy コマンドを
使用して、インターフェイスにポリシー マップを適用できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

service-policy input policy-name
policy-name 引数は、既存のポリシー マップの名前です。最大 64 文字の英数字
からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。
たとえば、VLAN 10 にポリシー マップ L4POLICY を適用するには、次のよう
に入力します。
host1/Admin(config)# interface vlan 10
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host1/Admin(config-if)# service-policy input L4POLICY

インターフェイスからポリシーを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-if)# no service-policy input L4POLICY

SSL 終了の設定例
次の例では、クライアントからの SSL または TLS 接続を終了し、次に HTTP
サーバへの TCP 接続を確立する、SSL プロキシ サーバとして動作する ACE の
実行コンフィギュレーションを示します。ACE は、SSL または TLS 接続を終了
すると、クライアントからの暗号文を復号化し、データをクリア テキストとし
て HTTP サーバに送信します。この例では、SSL 終了設定は太字で示されてい
ます。

IPv6 の例
access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any
probe https GEN-HTTPS
port 80
interval 50
faildetect 5
expect status 200 200
serverfarm host SFARM1
description SERVER FARM 1 FOR SSL TERMINATION
probe GEN-HTTPS
rserver SERVER1 80
inservice
rserver SERVER2 80
inservice
rserver SERVER3 80
inservice
rserver SERVER4 80
inservice
serverfarm host SFARM2
description SERVER FARM 2 FOR SSL TERMINATION
probe GEN-HTTPS
rserver SERVER5 80
inservice
rserver SERVER6 80
inservice
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rserver SERVER7 80
inservice
rserver SERVER8 80
inservice
parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL_TERMINATION
cipher RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
cipher RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA priority 2
cipher RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA priority 3
version all
parameter-map type connection TCP_PARAM
syn-data drop
exceed-mss allow
ssl-proxy service SSL_PSERVICE_SERVER
ssl advanced-options PARAMMAP_SSL_TERMINATION
key MYKEY.PEM
cert MYCERT.PEM
class-map type http loadbalance match-all L7_SERVER_CLASS
description Sticky for SSL Testing
2 match http url .*.jpg
3 match source-address 2001:DB8:1::1/64
class-map type http loadbalance match-all L7_SLB-HTTP_CLASS
2 match http url .*
3 match source-address 2001:DB8:1::1/64
class-map match-all L4_SSL-TERM_CLASS
description SSL Termination VIP
2 match virtual-address 2001:DB8:1::130/64 tcp eq https
policy-map type loadbalance first-match L7_SSL-TERM_POLICY
class L7_SERVER_CLASS
serverfarm SFARM1
insert-http I_AM header-value "SSL_TERM"
insert-http SRC_Port header-value "%ps"
insert-http DEST_IP header-value "%id"
insert-http DEST_Port header-value "%pd"
insert-http SRC_IP header-value "is"
class L7_SLB-HTTP_CLASS
serverfarm SFARM1
insert-http I_AM header-value "SSL_TERM"
insert-http SRC_Port header-value "%ps"
insert-http DEST_IP header-value "%id"
insert-http DEST_Port header-value "%pd"
insert-http SRC_IP header-value "is"
policy-map multi-match L4_SSL-VIP_POLICY
class L4_SSL-TERM_CLASS
loadbalance vip inservice
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loadbalance policy L7_SSL-TERM_POLICY
loadbalance vip icmp-reply
ssl-proxy server SSL_PSERVICE_SERVER
connection advanced-options TCP_PARAM
interface vlan 120
description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
ip address 2001:DB8:120::1/64
fragment chain 20
fragment min-mtu 68
access-group input ACL1
nat-pool 1 2001:DB8:120::70 2001:DB8:120::7F/64 pat
service-policy input L4_SSL-VIP_POLICY
no shutdown
ip route 2001:DB8:120::100/64 2001:DB8:120::B

IPv4 の例
access-list ACL1 line 10 extended permit ip anyv6 anyv6
probe https GEN-HTTPS
port 80
interval 50
faildetect 5
expect status 200 200
serverfarm host SFARM1
description SERVER FARM 1 FOR SSL TERMINATION
probe GEN-HTTPS
rserver SERVER1 80
inservice
rserver SERVER2 80
inservice
rserver SERVER3 80
inservice
rserver SERVER4 80
inservice
serverfarm host SFARM2
description SERVER FARM 2 FOR SSL TERMINATION
probe GEN-HTTPS
rserver SERVER5 80
inservice
rserver SERVER6 80
inservice
rserver SERVER7 80
inservice
rserver SERVER8 80
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inservice
parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL_TERMINATION
cipher RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
cipher RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA priority 2
cipher RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA priority 3
version all
parameter-map type connection TCP_PARAM
syn-data drop
exceed-mss allow
ssl-proxy service SSL_PSERVICE_SERVER
ssl advanced-options PARAMMAP_SSL_TERMINATION
key MYKEY.PEM
cert MYCERT.PEM
class-map type http loadbalance match-all L7_SERVER_CLASS
description Sticky for SSL Testing
2 match http url .*.jpg
3 match source-address 192.168.130.0 255.255.255.0
class-map type http loadbalance match-all L7_SLB-HTTP_CLASS
2 match http url .*
3 match source-address 192.168.130.0 255.255.255.0
class-map match-all L4_SSL-TERM_CLASS
description SSL Termination VIP
2 match virtual-address 192.168.130.11 tcp eq https
policy-map type loadbalance first-match L7_SSL-TERM_POLICY
class L7_SERVER_CLASS
serverfarm SFARM1
insert-http I_AM header-value "SSL_TERM"
insert-http SRC_Port header-value "%ps"
insert-http DEST_IP header-value "%id"
insert-http DEST_Port header-value "%pd"
insert-http SRC_IP header-value "is"
class L7_SLB-HTTP_CLASS
serverfarm SFARM1
insert-http I_AM header-value "SSL_TERM"
insert-http SRC_Port header-value "%ps"
insert-http DEST_IP header-value "%id"
insert-http DEST_Port header-value "%pd"
insert-http SRC_IP header-value "is"
policy-map multi-match L4_SSL-VIP_POLICY
class L4_SSL-TERM_CLASS
loadbalance vip inservice
loadbalance policy L7_SSL-TERM_POLICY
loadbalance vip icmp-reply
ssl-proxy server SSL_PSERVICE_SERVER
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connection advanced-options TCP_PARAM
interface vlan 120
description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
fragment chain 20
fragment min-mtu 68
access-group input ACL1
nat-pool 1 192.168.120.70 192.168.120.80 netmask 255.255.255.0 pat
service-policy input L4_SSL-VIP_POLICY
no shutdown
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.168.120.254
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SSL 開始の設定
（注）

この章の情報は、特に記載のない限り、ACE モジュールと ACE アプライアンス
の両方に適用されます。この章で説明する機能は、特に記載のない限り、IPv4
と IPv6 に適用されます。
この章では、SSL 開始の SSL クライアントとして Cisco ACE アプリケーション
コントロール エンジン のコンテキストを設定する方法について説明します。
この章の内容は、次のとおりです。

• SSL 開始の概要
• ACE SSL 開始設定の前提条件
• SSL 開始の設定のクイック スタート
• SSL パラメータ マップの作成および定義
• SSL プロキシ サービスの作成および定義
• SSL 開始用のレイヤ 7 クラス マップの作成
• SSL 開始用のレイヤ 7 ポリシー マップの作成
• SSL 開始用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップの作成
• SSL 開始用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成
• VLAN へのポリシー マップの適用
• SSL 開始の設定例
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（注）

サーバから ACE への SSL 接続が正常に開始されたことを確認するために、
show stats crypto client コマンド出力のハンドシェイク カウンタを監視できま
す（第 6 章「SSL 情報および統計情報の表示」を参照）。接続が成功するとハン
ドシェイク カウンタがインクリメントします。たとえば、SSLv3 Full
Handshakes カウンタはハンドシェイクが正常に完了したことを示し、SSLv3
Resumed Handshakes カウンタはセッション ID を使用してハンドシェイクが正
常に再開したことを示します。トラフィックが流れていると、これらのカウント
がインクリメントします。障害が発生した場合は、アラートが送信され、受信カ
ウンタもインクリメントします。

SSL 開始の概要
SSL 開始が行われるのは、SSL プロキシ クライアントとして機能する ACE が、
それ自体と SSL サーバとの SSL 接続を開始し、維持するときです。この特定の
用途では、ACE はクリア テキストを HTTP クライアントから受け取り、その
データを暗号化して暗号文として SSL サーバに送信します。一方、ACE は SSL
サーバから受け取った暗号文を復号化し、そのデータをクリア テキストとして
クライアントに送信します。
図 4-1 に示すように、次のネットワーク接続において、ACE が SSL サーバとの
SSL 接続を開始します。

• クライアントから ACE：ACE とクライアントとの間の HTTP 接続
• ACE からサーバ：サーバと SSL プロキシ クライアントとして機能する
ACE との間の SSL 接続
SSL サーバとの SSL 開始

ࣇࣟࣥࢺ࢚ࣥࢻ

ࣂࢵࢡ࢚ࣥࢻ

ࢡࣜ ࢸ࢟ࢫࢺ

ᬯྕᩥ

ࢡࣛࣥࢺ

SSL 㛤ጞ
㸦ࢡࣛࣥࢺࡋ࡚ࡢ ACE㸧

ࢧ࣮ࣂ

153356

図 4-1

SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン

4-2

OL-25330-01-J

第4章

SSL 開始の設定
SSL 開始の概要

SSL 開始により、サイト内のデバイス間でクリア テキストを最大速度で送信で
きるほか、インターネットを介してサイト間で、または SSL サーバに対して、
暗号文を最大限のセキュリティで送信できます。クリア テキスト接続からの
SSL 接続を確立する各 SSL サーバまたは ACE（SSL プロキシ サーバとして機
能）用に、その SSL サーバまたは他の ACE にマップする ACE 上で、SSL 開始
ポリシー サービスを設定する必要があります。
図 4-2 は、SSL 終了用に設定された他の ACE との SSL 開始フローを示します。
この場合、ACE B は仮想フロントエンド SSL サーバとして機能します。
SSL 終了を実行している 2 番目の ACE での SSL 開始

ࣇࣟࣥࢺ࢚ࣥࢻ
ࢡࣜ ࢸ࢟ࢫࢺ
ࢡࣛࣥࢺ A

ࣂࢵࢡ࢚ࣥࢻ
ᬯྕᩥ

SSL 㛤ጞࡢ
ACE A ࡀྵࡲࢀࡿ
ࢧࢺ 1

ࣇࣟࣥࢺ࢚ࣥࢻ

ࣂࢵࢡ࢚ࣥࢻ

ࣥࢱ࣮ࢿࢵࢺ
ᬯྕᩥ

ࢡࣜ ࢸ࢟ࢫࢺ

SSL ⤊ࡢ
ACE B ࡀྵࡲࢀࡿ
ࢧࢺ 2

ࢡࣛࣥࢺ B

153355

図 4-2

ACE は、パラメータ マップ、SSL プロキシ サービス、およびクラス マップの
組み合わせを使用してポリシー マップを作成し、それによって、クライアント、
ACE、および SSL サーバの間の情報フローが決まります。SSL 開始の場合は、
SSL サーバによって SSL クライアントと認識されるように、ACE を設定しま
す。これを行うには、次のタイプのポリシー マップを設定します。
• レイヤ 7 ポリシー マップ：このポリシー マップには、レイヤ 7 クラス マッ
プおよび SSL プロキシ クライアント サービスとの関連付けが含まれます。
クラス マップは、トラフィックのフィルタとして機能し、ユーザが指定し
たサーバ ロードバランシング（SLB）の基準を満たすトラフィックを検索
します。SSL 開始の場合、一致基準は HTTP cookie や URL などの HTTP
ロードバランシング属性の形式になります。SSL プロキシ クライアント
サービスは、ハンドシェイクとその後の SSL セッション中に ACE が使用す
る SSL パラメータを定義します。

• レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ：レイヤ 7 ポリシー マップをレイ
ヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップと関連付けます。ACE は、まずコンテ
キストのトラフィックにレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを適用し
て、そのトラフィックが特定の宛先、ソース、仮想 IP アドレスなど、特定
のレイヤ 3 およびレイヤ 4 一致基準を含んでいるかどうかを判断します。作
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成するレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップに一致基準を指定し、このポ
リシー マップと関連付けます。一致が見つかると、ACE は、関連付けられ
たレイヤ 7 ポリシー マップをトラフィックに適用します。
図 4-3 は、SSL 開始用に ACE が使用する、2 種類のポリシー マップの構築およ
び適用に必要なプロセスの概要を示します。この図は、ポリシー マップ設定の
さまざまなコンポーネントを互いに関連付ける方法も示します。

1

基本的な SSL 開始の設定のフロー図

5
SSL ȑȩȡȸǿ Ȟȃȗ
(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
SSL ࢭࢵࢩࣙࣥ ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆᐃ⩏ࠋ
close-protocol
SSL ࣂ࣮ࢪࣙࣥ
ࢭࢵࢩࣙࣥ ID ࡢ⏝ࢱ࣒࢘ࢺ
ᬯྕࢫ࣮ࢺ

SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣅࢫ㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
SSL ࣃ࣓࣮ࣛࢱ ࣐ࢵࣉ

2

3

SSL ȗȭǭǷ ǵȸȓǹᲢǯȩǤǢȳȈᲣ
(config)# ssl-proxy service SSL_PSERVICE_CLIENT
ࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺࡀ SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢡࣛࣥࢺࡋ࡚⏝ࡍࡿ
SSL ࢭࢵࢩࣙࣥ ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆᐃ⩏ࠋ
SSL ࣃ࣓࣮ࣛࢱ ࣐ࢵࣉ

࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ
㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
SSL ࣉࣟ࢟ࢩ
ࢡࣛࣥࢺ
ࢧ࣮ࣅࢫ

ࣞࣖ 3 ࠾ࡼࡧࣞࣖ 4 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ㛵㐃
ࡅࡽࢀࡓࣞࣖ 7 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ

6

ǯȩǹ ȞȃȗᲢȬǤȤ 7Უ
(config)# class-map type http loadbalance L7SLBCLASS L7 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ
㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
ࢺࣛࣇࢵࢡ㐺⏝ࡉࢀࡿࣞࣖ 7 ࣮ࣟࢻ ࣂࣛࣥࢩࣥࢢ
L7 ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ
୍⮴ᇶ‽ࢆᐃ⩏ࠋ
HTTP URL
HTTP cookie
㏦ಙඖ IP ࢻࣞࢫ
HTTP ࣊ࢵࢲ࣮

ȝȪǷȸ ȞȃȗᲢȬǤȤ 3 ƓǑƼȬǤȤ 4Უ
(config)# policy-map multi-match
L4SLBPOLICY
╔ಙࢺࣛࣇࢵࢡࣞࣖ࠾ࡼࡧࣞࣖ
ࢡࣛࢫ࣐ࢵࣉ࣏ࣞࣖࣜࢩ࣮࣐ࢵࣉࢆᣦᐃࠋ
ࢡࣛࢫ࣐ࢵࣉ
࣮̽ࣟࢻࣂࣛࣥࢫ
ࣞࣖ 3 ࠾ࡼࡧࣞࣖ 4 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉࢆࠊ
ࡍ࡚ࡢࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ VLAN ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㐺⏝ࠊࡲࡓࡣ≉ᐃࡢ VLAN 㐺⏝

4
ǯȩǹ ȞȃȗᲢȬǤȤ 3 ƓǑƼȬǤȤ 4Უ
(config)# class-map match-any L4VIPCLASS
╔ಙࢺࣛࣇࢵࢡ㐺⏝ࡉࢀࡿࣞࣖ 3 ࠾ࡼࡧࣞࣖ 4 ࡢ
୍⮴ᇶ‽ࢆᐃ⩏ࠋ
௬ࢻࣞࢫ
ᐄඛࢻࣞࢫ
ࢡࢭࢫ ࣜࢫࢺ
㏦ಙඖࢻࣞࢫ
any
࣏࣮ࢺ

ȝȪǷȸ ȞȃȗᲢȬǤȤ 7Უ
(config)# policy-map type loadbalance
first-match L7SLBPOLICY
୍⮴ᇶ‽㸦ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ㸧࠾ࡼࡧ
ࢡࢩࣙࣥ㸦SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࢆᣦᐃࠋ
ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ
– SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢡࣛࣥࢺ ̽ ࢧ࣮ࣂࣇ࣮࣒
̽ ࢫࢸࢵ࢟
– ࢻࣟࢵࣉ
̽ ࢫࢸࢵ࢟ ࢧ࣮ࣂࣇ࣮࣒
– ㌿㏦
– http λ

L3/L4 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ
㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
L3/L4 ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ

ᙳࡁ࣎ࢵࢡࢫ = ࣞࣖ 7 ᅛ᭷ࡢタᐃᒓᛶ

7
ǰȭȸȐȫ VLAN ǢȗȪǱȸǷȧȳ
(config)# service-policy input
SSL_POLICYMAP_L3L4
ࡍ࡚ࡢࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ VLAN 
࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉࢆ㐺⏝ࠋ
ཎܭƷ VLAN ǢȗȪǱȸǷȧȳ
(config)# interface vlan 50
(config-if)# service-policy input
L4SLBPOLICY
≉ᐃࡢ VLAN ࡢධຊ
࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉࢆ㐺⏝ࠋ
ࢧ࣮ࣅࢫ ࣏ࣜࢩ࣮
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ACE SSL 開始設定の前提条件
SSL オペレーション用に ACE を設定する前に、まずサーバ ロード バランシン
グ（SLB）用に設定する必要があります。SLB の設定プロセス中に、次の設定
オブジェクトを作成します。
• レイヤ 7 クラス マップ
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップ
• レイヤ 7 ポリシー マップ
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ

SLB を設定したら、このガイドに記載されている SSL 開始用の SSL 設定要件を
使用して、既存の SLB クラス マップおよびポリシー マップを変更します。
SLB 用に ACE を設定するには、『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE
Application Control Engine』を参照してください。

SSL 開始の設定のクイック スタート
図 4-1 は、SSL 開始用に ACE を設定するのに必要な手順の概要を示します。各
手順には、その作業を完了するために必要な CLI コマンド、または手順の参照
先が含まれています。各機能および CLI コマンドに関連付けられているすべて
のオプションについての詳細は、表 4-1 以降のセクションを参照してください。

（注）

このクイック スタートには、図 4-3 で示されるような、パラメータ マップを作
成するための手順は含まれていません。ACE は、表 4-2 で説明するように、デ
フォルトのパラメータ マップ設定を使用します。
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表 4-1

SSL 開始の設定のクイック スタート

作業およびコマンドの例

1. 複数のコンテキストで動作する場合は、CLI プロンプトを観察して、適切
なコンテキストで動作しているかどうかを確認してください。必要に応じ
て、適切なコンテキストに直接ログインするか、または切り替えてくださ
い。
host1/Admin# changeto C1
host1/C1#

この表の残りの例では管理コンテキストを使用しています。コンテキスト
作成の詳細については、『Virtualization Guide, Cisco ACE Application
Control Engine』を参照してください。

2. コンフィギュレーション モードを開始します。
host1/Admin# config
host1/Admin(config)#

3. レイヤ 7 ポリシー マップと関連付ける SSL プロキシ クライアント サービ
スを作成します。このクイック スタートでは、プロキシ クライアント
サービスのパラメータを定義しません。SSL クライアントとして機能する
ように ACE を設定するのに必要な作業は、ポリシー マップとこの一般的
なプロキシ クライアント サービスを関連付けることだけです。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service SSL_PSERVICE_CLIENT
host1/Admin(config-ssl-proxy)# exit

4. レイヤ 7 クラス マップを作成し、必要なロードバランシング一致基準を使
用して設定します。
host1/Admin(config)# class-map type http loadbalance L7SLBCLASS
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# match url XYZ.ORG
host1/Admin(config-cmap-http-lb)# exit
host1/Admin(config)#

SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
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表 4-1

SSL 開始の設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例

5. レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを作成し、必要な入力トラフィック
一致基準を使用して設定します。
host1/Admin(config)# class-map match-any L4VIPCLASS
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 2001:DB8:1::2/64
or
host1/Admin(config-cmap)# match virtual-address 192.168.12.2
255.255.255.0
host1/Admin(config-cmap)# exit
host1/Admin(config)#

6. レイヤ 7 ポリシー マップを作成し、手順 4 で作成したレイヤ 7 クラス マッ
プを関連付けます。
host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match
L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)#

7. 手順 3 で作成した SSL プロキシ クライアント サービスをレイヤ 7 ポリ
シー マップと関連付けます。
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# ssl-proxy client
SSL_PSERVICE_CLIENT
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# exit
host1/Admin(config-pmap-lb)# exit
host1/Admin(config)#

8. レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを作成し、手順 5 で作成したレイ
ヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップを関連付けます。
host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)# class CLASSMAP_L3
host1/Admin(config-pmap-c)#

9. 手順 6 で作成したロードバランシング レイヤ 7 ポリシー マップを、レイヤ
3 およびレイヤ 4 ポリシー マップと関連付けます。
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-c)# exit
host1/Admin(config-pmap)# exit
host1/Admin(config)#
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表 4-1

SSL 開始の設定のクイック スタート （続き）

作業およびコマンドの例

10. 次のように、レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを、目的のインター
フェイスの入力トラフィックに適用します。
コンテキスト内のすべての VLAN に、ポリシー マップをグローバルに適
用します。
host1/Admin(config)# service-policy input L4SLBPOLICY

コンテキスト内の特定の VLAN に、ポリシー マップを適用します。
host1/Admin(config)# interface vlan 50
host1/Admin(config-if)# service-policy input L4SLBPOLICY

11. 実行コンフィギュレーションを表示して、追加した情報が正しく設定され
ているか確認します。
host1/Admin(config-if)# do show running-config

12.（任意）スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレー
ションをコピーして、変更をフラッシュ メモリに保存します。
host1/Admin(config-if)# do copy running-config startup-config
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SSL パラメータ マップの作成および定義
SSL パラメータ マップでは、ACE が SSL プロキシ サービスに適用する SSL
セッション パラメータを定義します。SSL パラメータ マップを作成すると、同
じ SSL セッション パラメータを異なるプロキシ サービスに適用できます。
表 4-2 では、各 SSL セッション パラメータとそれぞれのデフォルト値について
説明します。
表 4-2

SSL パラメータの SSL セッション パラメータ
Map

SSL セッショ
ン パラメータ

説明

Cipher suites

SSL ハンドシェイク時に ACE がサ

デフォルトの値 / 動作

ACE は、使用可能な
ポートする暗号スイートを定義します 暗号スイートをすべ
（ACE がサポートする使用可能な暗号 てサポートします。
スイートのリストについては、表 4-3
を参照してください）。

Authentication- 期限切れまたは無効なサーバ証明書を ACE は、証明書の問
failure ignore
無視し、SSL 開始設定のバックエン
題が発生した場合に、
ド接続を確立し続けるように、ACE
SSL ハンドシェイク
を有効化します。

を終了します。

CDP-errors
ignore

crl best-effort コマンドが ACE で設

Disabled

Close-protocol

ACE が終了通知メッセージを実行す
る方法を定義します。

定されている場合、このパラメータに
よって、ACE は CDP エラーによる認
証の失敗を無視できます。

Purpose-check
disabled

none ：ACE は、
セッションを終了す
るときに終了通知ア
ラート メッセージを
クライアント / サー
バに送信しますが、
クライアント / サー
バからの応答は想定
しません。

Enabled
このコマンドが設定されると、ACE
は認証時に証明書に対する目的確認を
実行できません。
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表 4-2

SSL セッショ
ン パラメータ

SSL パラメータの SSL セッション パラメータ
Map （続き）

説明

デフォルトの値 / 動作

Rehandshake

再ハンドシェイクを有効化すると、
ACE は、SSL HelloRequest メッセー
ジをピアに送信して SSL ハンドシェ
イク ネゴシエーションを再開できま
す。

Disabled

Version

ACE がサポートする
SSL ハンドシェイク時に ACE でサ
ポートされる SSL および TLS のバー バージョンは、SSL3
と TLS1 です。
ジョンを定義します。
ACE が新しい SSL セッションを確立 Disabled
するために新しい SSL ハンドシェイ
クが必要になるまでの、SSL セッ
ション ID の有効期間を定義します。
Disabled
CRL が期限切れになった場合に、
ACE が受け取ったすべてのクライア

Session cache
timeout

Expired CRL

ント認証を拒否するかどうかを定義し
ます。

（注）

SSL プロキシ サービスが SSL セッション パラメータのデフォルト値を使用する
ようにする場合、SSL パラメータ マップを作成したり、プロキシ サービスと関
連付けたりする必要はありません。SSL プロキシ サービスにパラメータ マップ
を関連付けないと、ACE は、表 4-2 にリストされているセッション パラメータ
のデフォルト値を自動的にプロキシ サービスに適用します。
パラメータ マップの SSL コンフィギュレーション モードには、queue-delay
timeout コマンドが含まれます。このキュー遅延は、ACE がそのクライアント
に送信する暗号化されたデータにのみ適用されます。したがって、このタイマー
は ACE によって処理される SSL 開始接続には影響を与えません。

SSL パラメータ マップを作成するには、parameter-map type ssl コマンドをコ
ンフィギュレーション モードで使用します。
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このコマンドの構文は次のとおりです。

parameter-map type ssl parammap_name
parammap_name 引数は、SSL パラメータ マップの名前です。スペースを含ま
ない最大 64 文字で、引用符で囲まれていない英数字の文字列を入力します。
たとえば、SSL パラメータ マップ PARAMMAP_SSL を作成するには、次のよ
うに入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL

SSL プロキシ パラメータ マップを作成したあと、CLI はパラメータ マップ SSL
コンフィギュレーション モードになります。
host1/Admin(config-parammap-ssl)#

SSL セッション パラメータを定義せずにパラメータ マップ SSL コンフィギュ
レーション モードを終了すると、ACE は、表 4-2 にリストされているデフォル
ト値を使用してパラメータ マップを設定します。
既存の SSL パラメータ マップを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL

ここでは、次の内容について説明します。

• SSL パラメータ マップの説明の定義
• 暗号スイートの追加
• 期限切れまたは無効なサーバ証明書の無視
• CDP エラーによる認証の失敗を無視する ACE 設定
• close-protocol 動作の定義
• 証明書での目的確認の無効化
• SSL セッションの再ハンドシェイクの有効化
• SSL および TLS のバージョンの定義
• SSL セッション キャッシュ タイムアウトの設定
• 期限切れの CRL サーバ証明書の拒否
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SSL パラメータ マップの説明の定義
SSL パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで description コマンド
を使用して、SSL パラメータ マップの簡単な説明を記述できます。このコマン
ドの構文は次のとおりです。

description text
text 引数には、スペースを含め最大 240 文字の英数字からなるテキスト文字列を
引用符で囲まずに入力します。
たとえば、SSL パラメータ マップの説明を指定するには、次のコマンドを入力
します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-conn)# description SSL parameter map

SSL パラメータ マップから説明を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-conn)# no description

暗号スイートの追加
SSL プロトコルは、以下のような操作で使用する、さまざまな暗号化アルゴリ
ズムをサポートします。

• サーバとクライアントを相互に認証する
• 証明書を送信する
• セッション キーを確立する
サポートする SSL バージョン、使用できる暗号化強度に関する企業ポリシー、
SSL 対応ソフトウェアの輸出に関する政府規制などのさまざまな要因によって、
クライアントとサーバがサポートする暗号スイート（暗号セット）が異なる可能
性があります。また、SSL ハンドシェイク プロトコルによって、サーバとクラ
イアントが相互認証、証明書の送信、およびセッション キーの確立に使用する
暗号スイートをどのようにネゴシエートするかが決まります。
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図 4-4 に示すように、暗号スイートは、キー交換アルゴリズム、データ暗号化ア
ルゴリズム、メッセージ認証（ハッシュ）アルゴリズムという、3 種類のアルゴ
リズムで構成されます。
図 4-4

暗号スイートのアルゴリズム

rsa-export-with-rc4-40-md5

ᬯྕࢫ࣮ࢺࡀ
࢚ࢡࢫ࣏࣮ࢺྍ⬟
࡛࠶ࡿࡇࢆ♧ࡍ

（注）

࣓ࢵࢭ࣮ࢪㄆド
ࣝࢦࣜࢬ࣒
ࢹ࣮ࢱᬯྕ
ࣝࢦࣜࢬ࣒

78265

RivestࠊShamirࠊ࠾ࡼࡧ Adelman
㸦RSA㸧࣮࢟ࣝࢦࣜࢬ࣒

輸出可能な暗号スイートは、米国のソフトウェア製品輸出規制で定義されている
他の暗号スイート（128 ビット暗号化の 3DES や RC4 など）ほどの強度はない暗
号スイートです。輸出可能な暗号スイートは、米国からほとんどの国に輸出さ
れ、輸出可能な製品に強力な暗号化を提供します。

SSL パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで cipher コマンドを使
用すると、安全なセッション中に ACE がサポートする暗号スイートを定義でき
ます。ユーザが選択する暗号スイートはユーザの環境およびセキュリティ要件に
よって異なり、ACE にロードした証明書とキーに関連付けられている必要があ
ります。

（注）

デフォルトでは、ACE は、表 4-3 にリストされているすべての暗号スイートを
サポートします。このデフォルト設定は、特定の暗号を使用して SSL パラメー
タ マップを設定しない場合にのみ有効です。すべての暗号スイートを使用する
設定に戻すには、コマンドの no 形式を使用して、定義した暗号をすべてパラ
メータ マップから削除する必要があります。
このコマンドの構文は次のとおりです。

cipher cipher_name [priority cipher_priority]

SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
OL-25330-01-J

4-13

第4章

SSL 開始の設定

SSL パラメータ マップの作成および定義

次のキーワードと引数があります。

• cipher_name：ACE がサポートするように指定する暗号スイートの名前で
す。表 4-3 のリストは、ACE がサポートする暗号スイートを示しています。
この表から、サポートされている暗号スイートの 1 つを入力します。
• priority：暗号スイートにプライオリティ レベルを割り当てます。プライオ
リティ レベルは、最も高い 10 から最も少ない 1 までで、暗号スイートの優
先順位を表します。デフォルトでは、すべての設定された暗号スイートに 1
のプライオリティ レベルが付けられます。ACE は、どの暗号スイートを使
用するかをネゴシエートする際に、最も高いプライオリティ レベルで設定
されている暗号スイートに基づいて、クライアント リストから選択します。
より高いプライオリティ レベルは、指定された暗号スイートに偏ります。
SSL 終了アプリケーションの場合、ACE は、クライアントの ClientHello ハ
ンドシェイク メッセージの暗号スイートに一致するプライオリティ レベル
を使用します。SSL 開始アプリケーションの場合、プライオリティ レベル
は、ACE がサーバへの ClientHello ハンドシェイク メッセージに暗号ス
イートを配置する順序を表します。

• cipher_priority：暗号スイートの優先度レベルです。1 ～ 10 の値を入力しま
す。デフォルトのプライオリティ値は 1 です。
たとえば、暗号スイート rsa_with_aes_128_cbc_sha を追加し、プライオリティ
レベル 2 を割り当てるには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# cipher rsa_with_aes_128_cbc_sha
priority 2

SSL パラメータ マップに含める各暗号スイートについて、cipher コマンドを繰
り返します。
SSL パラメータ マップから暗号スイートを削除するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no cipher rsa_with_aes_128_cbc_sha

表 4-3 は、ACE がサポートする使用可能な暗号化スイートを示します。また、
サポートされている暗号スイートのうち、ACE からエクスポート可能なものを
示します。この表では、各暗号スイートに必要な認証証明書および暗号キーも示
します。

ACE が表 4-3 にリストされているすべての暗号スイートをサポートするデフォ
ルトの設定を使用する場合、ACE は、表に表示されるのと同じ順序
（RSA_WITH_RC4_128_MD5 で開始する順序）で暗号スイートをそのピアに送
信します。
SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン
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注意

表 4-3

タイトルに「export」が含まれている暗号スイートは、米国以外での使用を
目的としており、キー サイズが制限さている暗号化アルゴリズムを持ちま
す。

ACE でサポートされる SSL 暗号スイート

暗号スイート

輸出可能

使用される認証
証明書

使用するキー交換
アルゴリズム

RSA_WITH_RC4_128_MD5

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_RC4_128_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_DES_CBC_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5

Yes

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA

Yes

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5

Yes

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA

Yes

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA

Yes

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA

No

RSA 証明書

RSA キー交換

期限切れまたは無効なサーバ証明書の無視
期限切れまたは無効なサーバ証明書を無視し、SSL 開始設定のバック エンド接
続を確立し続けるように ACE を有効化するには、パラメータ マップ SSL コン
フィギュレーション モードで authentication-failure ignore コマンドを使用し
ます。このコマンドを使用すると、ACE がサーバ証明書に関する次の重大でな
いエラーを無視できます。

• Certificate not yet valid
• Certificate has expired
• Unable to get issuer certificate
• Certificate revoked
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このコマンドの構文は次のとおりです。

authentication-failure ignore
たとえば、期限切れまたは無効なサーバ証明書を無視するには、次のように入力
します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl SSL_PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# authentication-failure ignore

デフォルト設定の disabled に戻すには、このコマンドの no 形式を使用します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no authentication-failure ignore

CDP エラーによる認証の失敗を無視する ACE 設定
デフォルトでは、サーバ証明書失効用に crl best-effort コマンドを設定すると、
ACE が提示された証明書内の CRL 分散ポイント（CDP）エラー、または CRL
ダウンロード時に発生したエラーを検出した場合、ACE はその SSL 接続を拒否
します。

cdp-errors ignore コマンドでは、crl best-effort コマンドが設定されている場
合に、SSL パラメータ マップが CDP エラーやダウンロード エラーを無視する
ように設定できます。cdp-errors ignore コマンドを設定する場合、ACE では、
提示された証明書内に CDP エラーを検出した場合や、有効な証明書失効リスト
（CRL）を証明書上の有効な CDP からダウンロードできない場合に、SSL 接続
が許可されます。
パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードでのこのコマンドの構文
は次のとおりです。

cdp-errors ignore
たとえば、CDP エラーを無視するように ACE を設定する場合は、次のように入
力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# cdp-errors ignore

CDP エラーが発生した場合に ACE が SSL 接続を拒否するデフォルトの動作を
リセットするには、no 形式の cdp-errors ignore コマンドを使用します。例を示
します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no cdp-errors ignore
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提示された SSL 証明書内にある CDP エラーを ACE が無視し、SSL 接続を許可
した回数を表示するには、show crypto cdp-errors コマンドを使用します。こ
のコマンドは、[Best Effort CDP Errors Ignored] フィールドの出力を表示しま
す。

close-protocol 動作の定義
SSL パラメータ マップ コンフィギュレーション モードで close-protocol コマン
ドを使用して、ACE が終了通知メッセージの送信を処理する方法を設定できま
す。
このコマンドの構文は次のとおりです。

close-protocol {disabled | none}
キーワードは次のとおりです。

• disabled：セッションを閉じるときに ACE が終了通知アラート メッセージ
をクライアント / サーバに送信しないように指定します。クライアント /
サーバからの応答は想定しません。

• none：セッションを閉じるときに ACE が終了通知アラート メッセージをク
ライアント / サーバに送信するように指定します。クライアント / サーバか
らの応答は想定しません。
たとえば、close-protocol を disabled に設定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# close-protocol disabled

close-protocol コマンドをデフォルト設定に設定して、終了通知アラート メッ
セージをクライアントやサーバに送信するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no close-protocol

証明書での目的確認の無効化
デフォルトでは、証明書チェーンのサーバ認証中に、ACE は次の場合に

basicContraint フィールドの目的確認を実行します。
• サーバ証明書に CA FALSE 設定がある場合。
• 中間証明書に CA TRUE 設定がある場合。
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このフィールドにこれらの設定がない場合、証明書の認証は失敗します。
証明書の認証時に ACE が目的確認をする必要がないと判断した場合は、パラ
メータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで purpose-check disabled
コマンドを使用して無効にすることができます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

purpose-check disabled
たとえば、目的確認を無効にするには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl SSL_PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# purpose-check disabled

目的確認を実行するデフォルト設定を再度有効にするには、このコマンドの no
形式を使用します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no purpose-check disabled

SSL セッションの再ハンドシェイクの有効化
SSL セッションの再ハンドシェイクでは、ACE がクライアントに SSL
HelloRequest メッセージを送信して SSL ハンドシェイク ネゴシエーションを再
開できるようにします。再ハンドシェイクは、SSL セッションを再確立してセ
キュリティを保障する場合に役立ちます。
デフォルトでは、SSL の再ハンドシェイクは無効になっています。セッション
中に SSL セッションの再ハンドシェイク機能を有効化するには、パラメータ
マップ SSL コンフィギュレーション モードで rehandshake enable コマンドを
使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

rehandshake enable
たとえば、SSL の再ハンドシェイク機能を有効にするには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# rehandshake enable

再ハンドシェイク機能を無効にするには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no rehandshake enable
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rehandshake enable コマンドのステータスを表示するには、show
parameter-map コマンドを使用します。

SSL および TLS のバージョンの定義
ピアとの SSL ハンドシェイク時に ACE がサポートするセキュリティ プロトコ
ルのバージョンを指定するには、SSL パラメータ マップ コンフィギュレーショ
ン モードで version コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

version {all | ssl3 | tls1}
キーワードは次のとおりです。

• all：（デフォルト）ACE は、SSL バージョン 3.0 と TLS バージョン 1.0 の
両方をサポートします。

• ssl3：ACE は、SSL バージョン 3.0 だけをサポートします。
• tls1：ACE は、TLS バージョン 1.0 だけをサポートします。
たとえば、パラメータ マップ用に SSL バージョン 3.0 を指定するには、次のよ
うに入力します。
host1/Admin(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
host1/Admin(config-parammap-ssl)# version ssl3

SSL プロキシ パラメータ マップからセキュリティ プロトコルのバージョンを削
除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no version tlsl

SSL セッション キャッシュ タイムアウトの設定
クライアントおよび ACE が完全な SSL キー交換を実行し、新しいマスター秘密
キーを確立するたびに、SSL セッション ID が作成されます。クライアントと
ACE との SSL ネゴシエーション プロセスを迅速化するため、SSL セッション
ID の再利用機能により、ACE はセッション キャッシュ内の秘密キー情報を再利
用できます。クライアントのその後の接続では、ACE が、最後のネゴシエート
されたセッションでキャッシュに格納されたキーを再利用します。
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デフォルトでは、SSL セッション ID の再利用は、ACE で無効になっています。
ACE で新しいセッションを確立するために完全な SSL ハンドシェイクが必要に
なるまで SSL セッション ID が有効になる時間の合計について、セッション
キャッシュ タイムアウト値を設定することによって、セッション ID の再利用を
有効にできます。
パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで session-cache
timeout コマンドを使用して、セッション キャッシュ タイムアウトを設定でき
ます。このコマンドの構文は次のとおりです。

session-cache timeout seconds
seconds 引数は、ACE がセッション ID を削除する前にキャッシュ内に格納され
ているキーを再利用する秒単位の時間です。0 ～ 72000（20 時間）の整数を入力
します。デフォルトでは、セッション ID の再利用は無効です。値が 0 の場合、
キャッシュが満杯になると ACE がキャッシュからセッション ID を削除し、
Least Recently Used（LRU）タイムアウト ポリシーを適用します。
たとえば、600 秒にセッション キャッシュ タイムアウトを設定するには、次の
ように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# session-cache timeout 600

タイマーを無効にし、ACE との新しい接続ごとに SSL 完全ハンドシェイクが発
生するようにするには、次のように入力します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no session-cache timeout

コンテキストのセッション キャッシュ情報をクリアするには、clear crypto
session-cache コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

clear crypto session-cache [all]
オプションのキーワード all では、すべてのコンテキストのすべてのセッション
キャッシュ情報がクリアされます。このオプションを使用できるのは、管理コン
テキストのみです。
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期限切れの CRL サーバ証明書の拒否
「サーバ認証中の CRL の使用」に説明されているように、サーバ認証用に証明書
失効リスト（CRL）を ACE 上で設定すると、この CRL には、新しいバージョ
ンが使用可能になる日付を指定するための更新フィールドが含まれます。デフォ
ルトでは、ACE は更新フィールドが期限切れの日付になっている CRL を使用し
ません。そのため、CRL を使用したサーバ証明書の受け取りを拒否しません。
使用されている CRL が期限切れの場合にサーバ証明書が失効していると判断す
るように ACE を設定するには、パラメータ マップ SSL コンフィギュレーショ
ン モードで expired-crl reject コマンドを使用します。このコマンドの構文は次
のとおりです。

expired-crl reject
例を示します。
host1/Admin(config-parammap-ssl)# expired-crl reject

使用されている CRL が期限切れになった後に証明書が失効したと判断しない、
ACE のデフォルト動作にリセットするには、次のように入力します :
host1/Admin(config-parammap-ssl)# no expired-crl reject

SSL プロキシ サービスの作成および定義
SSL プロキシ サービスは、ACE が SSL ハンドシェイク時に使用する SSL パラ
メータ マップを定義します。SSL 開始の場合は、SSL プロキシ クライアント
サービスで ACE を設定します。これは、ACE が SSL クライアントとして機能
するためです。

（注）

SSL 開始の設定でキーおよび証明書をインポートまたは関連付ける必要はあり
ません。
コンフィギュレーション モードで ssl-proxy service コマンドを使用して、SSL
プロキシ クライアント サービスを作成できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl-proxy service pservice_name
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pservice_name 引数は、SSL プロキシ クライアント サービスの名前です。ス
ペースを含まない最大 64 文字で、引用符で囲まれていない英数字の文字列を入
力します。
たとえば、SSL プロキシ クライアント サービス PSERVICE _CLIENT を作成す
るには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_CLIENT

SSL プロキシ クライアント サービスを作成したあと、CLI は SSL プロキシ コン
フィギュレーション モードになります。
host1/Admin(config-ssl-proxy)#

既存の SSL プロキシ クライアント サービスを削除するには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config)# no ssl-proxy PSERVICE_CLIENT

ここでは、次の内容について説明します。

• SSL プロキシ クライアント サービスと SSL パラメータ マップの関連付け
• サーバ認証の認証グループの設定
• サーバ認証中の CRL の使用
• CRL のダウンロード場所の設定
• CRL での署名確認の設定

SSL プロキシ クライアント サービスと SSL パラメータ マッ
プの関連付け
SSL プロキシ クライアント サービスと SSL パラメータ マップを関連付けるに
は、ssl advanced-options コマンドを SSL プロキシ コンフィギュレーション
モードで使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl advanced-options parammap_name
parammap_name 引数は、既存の SSL パラメータ マップの名前です（「SSL パラ
メータ マップの作成および定義」の項を参照）。スペースを含まない最大 64 文
字で、引用符で囲まれていない英数字の文字列を入力します。
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たとえば、パラメータ マップ PARAMMAP_SSL を SSL プロキシ サービスと関
連付けるには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# ssl-proxy service PSERVICE_CLIENT
host1/Admin(config-ssl-proxy)# ssl advanced-options PARAMMAP_SSL

SSL プロキシ サービスと SSL パラメータ マップの関連付けを削除するには、次
のように入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no ssl advanced-options PARAMMAP_SSL

サーバ認証の認証グループの設定
デフォルトでは、サーバ認証は SSL 開始の設定で常に有効になります。サーバ
は ACE に証明書を送信する必要があります。ACE は、それがサーバ証明書であ
り、期限が切れていないことを確認して、その証明書を認証します。ただし、
ACE は、その証明書が承認済み CA によって署名されていることは確認しませ
ん。サーバ証明書の有効期限が切れている場合、ACE は、サーバにリセット
（RST）を送信することにより、バック エンド接続を拒否します。そうでない場
合、ACE はサーバとの SSL 接続を通常どおりにセット アップします。
この動作は、パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで
authentication-failure ignore コマンドを使用して上書きできます。このコマン
ドの詳細については、「期限切れまたは無効なサーバ証明書の無視」を参照して
ください。
認証グループは、証明書の署名者として信頼されている証明書で構成されます
（第 2 章「証明書およびキーの管理」の「認証のための証明書グループの設定」
の項を参照）。認証グループを SSL 開始設定で SSL プロキシ サーバに割り当て
ると、ACE は、サーバ証明書をグループ内の証明書と比較してチェックします。
これには、そのサーバ証明書の発行者および署名のチェックが含まれます。
この SSL プロキシ サービスのサーバ認証のために認証グループを使用するには、
SSL プロキシ コンフィギュレーション モードで authgroup コマンドを使用しま
す。authgroup コマンドの構文は次のとおりです。

authgroup group_name
group_name 引数は、既存の証明書認証グループの名前です。スペースを含まな
い最大 64 文字で、引用符で囲まれていない英数字の文字列を入力します。
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（注）

サーバ認証を有効にすると、ACE のパフォーマンスが大きく低下することがあ
ります。
たとえば、証明書認証グループ AUTH-CERT1 を指定するには、次のように入
力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# authgroup AUTH-CERT1

SSL プロキシ サービスから証明書認証グループを削除するには、次のように入
力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no authgroup AUTH-CERT1

サーバ認証中の CRL の使用
デフォルトでは、ACE は、サーバ認証中に証明書失効リスト（CRL）を使用し
ません。ACE は、HTTP または LDAP を介した CRL のダウンロードをサポー
トします。次のいずれかの方法で、CRL を使用するように SSL プロキシ サービ
スを設定できます。

• ACE は、サービス用の各サーバ証明書をスキャンして、認証拡張内の CRL
をポイントする CRL 分散ポイント（CDP）が含まれているかどうかを判断
し、その後で、CDP が有効な場合はその場所からその CRL を取得すること
ができます。CDP に http:// または ldap:// ベースの URL がある場合は、そ
の URL を使用して、CRL を ACE にダウンロードします。
• ACE が CRL を取得する CRL のダウンロード場所を手動で設定できます
（「CRL のダウンロード場所の設定」の項を参照）。

（注）

デフォルトでは、使用されている CRL がその更新日を過ぎた場合、ACE はサー
バ証明書を拒否しません。CRL が期限切れになった場合に証明書を拒否するよ
うに ACE を設定するには、expired-crl reject コマンドを使用します。詳細につ
いては、
「期限切れの CRL サーバ証明書の拒否」のセクションを参照してくださ
い。
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ベスト エフォート CRL が設定されている場合に CRL のダウンロードを試みる
と、以下のようになります。

• ACE は、証明書内、または ACE で設定されている最初の 4 つの CDP のみ
を考慮します。証明書から取得された CDP の場合、ACE は、CRL のダウ
ンロード用に、有効で完全な CDP だけを考慮します。1 つの CDP で CRL
が正常にダウンロードされた場合、ACE は、CRL のダウンロード用に後続
の CDP は考慮しません。
• 最初の 4 つの CDP のいずれも有効ではなく CRL のダウンロードを続行でき
ない場合、パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで
authentication-failure ignore コマンドを設定していない限り、ACE はその
証明書を失効と判断します。

• ACE が 4 つの有効な CDP を試したあとで CRL のダウンロードに失敗した
場合、パラメータ マップ SSL コンフィギュレーション モードで
authentication-failure ignore コマンドを設定していない限り、ACE は開始
した SSL 接続を中止します。
• 提示された証明書内に CDP エラーを検出した場合や、CRL のダウンロード
中に発生したエラーを検出した場合、ACE は、パラメータ マップ SSL コン
フィギュレーション モードで cdp-errors ignore コマンドが設定されていな
い限り、SSL 接続を拒否します。
• ACE は、形式が正しくない CDP をスキップし、後続の CDP を処理します。
形式が正しくない CDP を含む CDP エラー統計情報を表示するには、show
crypto cdp-errors コマンドを使用します。
詳細な CRL ダウンロード統計情報については、第 6 章「SSL 情報および統計情
報の表示」の「CRL 情報の表示」の項を参照してださい。

SSL プロキシ コンフィギュレーション モードで crl コマンドを使用して、サー
バ認証にどの CRL 情報を使用するかを判断できます。このコマンドの構文は次
のとおりです。
crl {crl_name | best-effort}
引数とキーワードは次のとおりです。

• crl_name：コンフィギュレーション モードで crypto crl コマンドを使用し
て、CRL をダウンロードするときに CRL に割り当てた名前です。「CRL の
ダウンロード場所の設定」の項を参照してください。

• best-effort：ACE が各サーバ証明書をスキャンして、認証拡張内にある
CRL をポイントする CDP が含まれているかどうかを判断し、その CDP が
有効な場合は、その場所から CRL を取得するように指定します。
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たとえば、SSL プロキシ サービスのサーバ認証に CRL1 CRL を有効にするに
は、次のコマンドを入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# crl CRL1

CRL 情報のクライアント証明書をスキャンするには、次のように入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# crl best-effort

ACE が、ダウンロードされた CRL データベース内のサーバ証明書を受け入れる
と、SSL の実サーバへの正常な SSL 接続により、次の show stats crypto client
カウンタがインクリメントします。

• SSL サーバ認証の合計
• SSL スタティック CRL の参照

ACE がベスト エフォート CRL が有効になっている接続上でサーバ証明書を受
け入れ、ダウンロードした CRL データベース内にその証明書が見つからない場
合は、SSL の実サーバへの正常な SSL 接続により、次の show stats crypto
client カウンタがインクリメントします。
• SSL サーバ認証の合計
• SSL ベスト エフォート CRL の参照
証明書が検証され、ACE にキャッシュされたあと、同じ SSL サーバへのセッ
ションの再利用なしで SSL 接続が行われると、次の show stats crypto client カ
ウンタがインクリメントします。

• SSL サーバ認証の合計
• SSL ベスト エフォート CRL の参照
• SSL CRL 参照キャッシュのヒット
• SSL 認証キャッシュのヒット
有効な、期限切れでない CRL が ACE にキャッシュされた場合、CRL の参照は
発生せず、次の show stats crypto client カウンタは、同じ接続によって一緒に
インクリメントしません。

• SSL ベスト エフォート CRL の参照
• SSL CRL 参照キャッシュのヒット
サーバ証明書が失効しているために SSL の実サーバへの SSL 接続が失敗する
と、次の show stats crypto client カウンタがインクリメントします。

• SSL アラート CERTIFICATE_REVOKED の送信
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• SSL サーバ認証の合計
• 失敗した SSL サーバ認証
• SSL のベスト エフォート CRL の参照、または SSL スタティック CRL の参
照
サーバ認証時にダウンロードされた CRL の使用を無効にするには、次のコマン
ドを入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no crl CRL1

サーバ認証時に CRL 情報のサーバ証明書の使用を無効にするには、次のコマン
ドを入力します。
host1/Admin(config-ssl-proxy)# no crl best-effort

CRL のダウンロード場所の設定
ACE がサーバ認証用に SSL プロキシ サービスに CRL をダウンロードするとき
に使用する場所を設定できます。サービスがポリシー マップで設定されていな
い場合や、ポリシー マップがアクティブでない場合、ACE は CRL をダウン
ロードしません。ACE は、次の条件下で CRL をダウンロードします。

• 最初に CRL を設定し、アクティブ レイヤ 4 ポリシー マップにアクションと
して適用する場合（第 3 章「SSL 終了の設定」の「ポリシー マップと SSL
プロキシ サーバ サービスの関連付け」の項を参照）。

• ACE を再ロードする場合。
• CRL 自体で指定される NextUpdate CRL に到達すると、ACE はこの情報を
読み取り、それに基づいて CRL を更新します。ACE は、次のサーバ認証要
求時に、更新された CRL をダウンロードします。
コンテキストごとに最大 8 つの CRL を設定できます。CRL を設定したら、サー
バ認証用に SSL プロキシ サービスに割り当てます（「サーバ認証中の CRL の使
用」の項を参照）。

ACE は、ユーザが設定したドメイン ネーム システム（DNS）クライアントを使
用して、CRL 内のホスト名を IP アドレスに変換します。DNS クライアントの
設定の詳細については、「DNS クライアントの設定」の項を参照してください。
ダウンロードされた CRL を設定するには、コンフィギュレーション モードで
crypto crl コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。

crypto crl crl_name url
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引数は次のとおりです。

• crl_name：CRL に割り当てる名前です。最大 64 文字の英数字からなる文字
列を引用符で囲まずに入力します。

• url：ACE が CRL を取得する URL（CDP）です。最大 255 文字、引用符な
しの英数字文字列で、CRL ファイル名を含む URL のフル パスを入力しま
す。HTTP と LDAP の両方の URL がサポートされます。http:// プレフィッ
クスまたは ldap:// プレフィックスで始まる URL を指定します。

ldap:/// プレフィックスは、サーバ証明書の CDP 部分で有効な LDAP CRL
リンクとは見なされません。LDAP URL の有効な形式は次のとおりです。
– ldap://10.10.10.1:389/dc=cisco,dc=com?o=bu?certificateRevocationList
– ldap://10.10.10.1/dc=cisco,dc=com?o=bu?certificateRevocationList
– ldap://ldapsrv.cisco.com/dc=cisco,dc=com?o=bu?certificateRevocationLi
st
– ldap://ldapsrv.cisco.com:389/dc=cisco,dc=com?o=bu?certificateRevocati
onList

URL の一部として疑問符（?）文字を使用するには、入力する前に Ctrl+V
キーを押します。押さないと、ACE は help コマンドとして疑問符を解釈し
ます。

（注）

ldap:// リンク内のホスト名は、DNS 設定を使用して解決されます。
LDAP では、TCP ポート 389 が使用されます。CRL を発行する LDAP
サーバが標準ではない LDAP ポートでリッスンする場合は、標準ではな
い LDAP ポートを CDP で設定する必要があります。

たとえば、CRL1 という名前を付ける CRL を http://crl.verisign.com/class1.crl
から設定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# crypto crl CRL1
http://crl.verisign.com/class1.crl

CRL を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no crypto crl CRL1
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CRL での署名確認の設定
証明書失効リスト（CRL）で署名確認を設定して、それが信頼できる認証局か
らのものであることを判断できます。これを行うには、EXEC コマンド モード
で crypto crlparams コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおり
です。

crypto crlparams crl_name cacert ca_cert_filename
引数は次のとおりです。

• crl_name：既存の CRL の名前です。
• ca_cert_filename：署名確認に使用する CA 証明書ファイルの名前です。
たとえば、CRL で署名確認を設定するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# crypto crlparams CRL1 cacert MYCERT.PEM

CRL から署名確認を削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no crypto crlparams CRL1

SSL 開始用のレイヤ 7 クラス マップの作成
ポリシー マップと関連付けるレイヤ 7 クラス マップは、指定するサーバ ロード
バランシング（SLB）の基準を満たすトラフィックのフィルタとして機能しま
す。SSL 開始の場合、一致基準は次の HTTP ロードバランシング属性の形式に
なります。

• Cookie
• HTTP ヘッダー
• URL
• 送信元 IP アドレス
コンフィギュレーション モードで class-map type http loadbalance コマンドを
使用して、レイヤ 7 クラス マップを作成できます。レイヤ 7 クラス マップの設
定の詳細については、『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE Application
Control Engine』を参照してください。
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SSL 開始用のレイヤ 7 ポリシー マップの作成
レイヤ 7 ポリシー マップは、ACE でサーバ ロード バランシングを有効にしま
す。このポリシー マップには、レイヤ 7 クラス マップおよび SSL プロキシ クラ
イアント サービスとの関連付けが含まれます。レイヤ 7 SLB ポリシー マップを
使用するには、最初にポリシー マップを作成してから、match ステートメント
とポリシー アクションを定義します。レイヤ 7 ポリシー マップは子ポリシーで
あるため、レイヤ 7 ポリシー マップを適切なレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー
マップに関連付けて、レイヤ 7 SLB トラフィック分類のエントリ ポイントを用
意する必要があります。インターフェイスに直接レイヤ 7 ポリシー マップを適
用することはできません。レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを、1 つのイ
ンターフェイスに適用するか、または 1 つのコンテキストのすべてのインター
フェイスにグローバルに適用することのみが可能です。
ここでは、次の内容について説明します。

• レイヤ 7 ポリシー マップの作成
• レイヤ 7 クラス マップとレイヤ 7 ポリシー マップの関連付け
• レイヤ 7 SLB ポリシー アクションの指定

レイヤ 7 ポリシー マップの作成
コンフィギュレーション モードで policy-map コマンドを使用して、レイヤ 7
SLB ポリシー マップを作成できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

policy-map type loadbalance first-match map_name
次のキーワードと引数があります。

• type loadbalance - ロード バランシング ポリシー マップを指定します。
• first-match - レイヤ 7 ロード バランシング ポリシー マップの実行を定義し
ます。ACE が実行するのは、最初に一致した分類に指定されているアク
ションだけです。

• map_name - ポリシー マップに割り当てる識別情報。最大 64 文字の英数字
からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。
たとえば、ポリシー マップ L7SLBPOLICY を作成するには、次のように入力し
ます。
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host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match
L7SLBPOLICY

レイヤ 7 ポリシー マップを作成したあと、CLI はポリシー マップ ロードバラン
シング コンフィギュレーション モードになります。
host1/Admin(config-pmap-lb)#

既存のポリシー マップを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no policy-map L7SLBPOLICY

レイヤ 7 クラス マップとレイヤ 7 ポリシー マップの関連付け
クラス マップとポリシー マップを関連付けるには、ポリシー マップ ロードバラ
ンシング コンフィギュレーション モードで class コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

class {name1 | class-default} [insert-before name2]
キーワード、引数、およびオプションは次のとおりです。

• name1 - トラフィック ポリシーにトラフィックを関連付ける、class-map コ
マンドで設定した定義済みのトラフィック クラス名です。最大 64 文字の英
数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しませ
ん。

• class-default - ACE が作成した予約済みの Well-known クラス マップを指定
します。このクラスの削除または変更はできません。指定されたクラス
マップで他の一致基準を満たせなかったすべてのトラフィックは、デフォル
ト トラフィック クラスに割り当てられます。指定された分類がトラフィッ
クと一致しない場合、ACE は、指定されたアクションを class class-default
コマンドを使用して実行します。class-default クラス マップには、すべて
のトラフィックと一致する暗黙の match any ステートメントがあります。

• insert-before name2 - （任意）ポリシー マップ コンフィギュレーションの
name2 引数で指定された既存のクラス マップまたは match 文の前に、現在
のクラス マップを配置します。ACE では、コンフィギュレーションの一部
として順序の並べ替えを保存しません。
たとえば、クラス マップ L7SLBCLASS をポリシー マップと関連付けるには、
次のように入力します。
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS
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クラス マップをポリシー マップに関連付けた後、CLI はポリシー マップ ロード
バランシング クラス コンフィギュレーション モードになります。
host1/Admin(config-pmap-lb-c)#

次の例は、insert-before オプションを使用してポリシー マップ内のクラス マッ
プの位置を定義する方法を示しています。
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS insert-before HTTP_CLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)#

次の例は、class class-default コマンドの使用方法を示しています。
host1/Admin(config-pmap-lb)# class class-default
host1/Admin(config-pmap-lb-c)#

ポリシー マップとクラス マップの関連付けを削除するには、次のように入力し
ます。
(config-pmap-lb)# no class L7SLBCLASS

レイヤ 7 SLB ポリシー アクションの指定
レイヤ 7 SLB クラス マップをレイヤ 7 SLB ポリシー マップに関連付けたあと
で、またはインライン match コマンドを指定したあとで、ネットワーク トラ
フィックがクラス マップまたはインライン match コマンドに一致する場合に
ACE が実行する必要がある、次のアクションの 1 つまたは複数を指定する必要
があります。

• 要求を廃棄する
• ロード バランシングなしで要求を転送する
• HTTP ヘッダー情報を有効にする
• サーバ ファームに対するロード バランシングを有効にする
• スティッキ サーバ ファームを設定する
• パケットの IP DiffServ コード ポイントを指定する
• SSL プロキシ サービスを関連付ける
ここでは、ポリシー マップと SSL プロキシ サービスを関連付ける手順について
説明します。追加のポリシー アクションの設定の詳細については、『Server
Load-Balancing Guide, Cisco ACE Application Control Engine』を参照してくだ
さい。
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ポリシー マップ ロードバランシング クラス コンフィギュレーション モードで
ssl-proxy コマンドを使用して、SSL プロキシ クライアント サービスをポリシー
マップと関連付けることができます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

ssl-proxy client name
name 引数は、既存の SSL プロキシ クライアント サービスの識別情報です。最
大 64 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは
使用しません。
たとえば、SSL クライアント プロキシ サービス PSERVICE_CLIENT をクラス
マップと関連付けるには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# policy-map type loadbalance first-match
L7SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap-lb)# class L7SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# ssl-proxy client PSERVICE_CLIENT

SSL クライアント プロキシ サービスとクラス マップの関連付けを削除するに
は、次のように入力します。
host1/Admin(config-pmap-lb-c)# no ssl-proxy client PSERVICE_CLIENT

SSL 開始用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス
マップの作成
レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに関連付けるレイヤ 3 およびレイヤ 4
クラス マップは、指定した基準に一致するトラフィックのフィルタとして機能
します。SSL 開始の場合は、次のトラフィック特性の 1 つ以上に基づいて、一
致基準を定義できます。

• アクセス リスト
• 仮想 IP アドレス
• 送信元 IP アドレスおよびサブネット マスク
• 宛先 IP アドレスおよびサブネット マスク
• TCP/UDP ポート番号またはポート範囲
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コンフィギュレーション モードで class-map コマンドを使用して、レイヤ 3 お
よびレイヤ 4 クラス マップを作成できます。レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス
マップの作成および設定の詳細については、『Server Load-Balancing Guide,
Cisco ACE Application Control Engine』を参照してください。

SSL 開始用のレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー
マップの作成
ユーザが SSL 開始用に作成したレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップには、
ACE がロード バランシングに使用するレイヤ 7 ポリシー マップとの関連付けが
含まれています。コンテキスト インターフェイスに直接適用できるのはレイヤ 3
およびレイヤ 4 ポリシー マップのみであるため、レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラ
ス マップをレイヤ 7 ポリシー マップに関連付ける必要があります。
ここでは、次の内容について説明します。

• レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップとポリシー マップの関連付け
• レイヤ 7 ポリシー マップとクラス マップの関連付け

レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの作成
コンフィギュレーション モードで policy-map コマンドを使用して、レイヤ 3 お
よびレイヤ 4 ポリシー マップを作成できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

policy-map multi-match policy_name
policy_name 引数は、ポリシー マップに割り当てる名前です。最大 64 文字の英
数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。
たとえば、ポリシー マップ L4SLBPOLICY を作成するには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY

ポリシー マップを作成すると、CLI はポリシー マップ コンフィギュレーション
モードになります。
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host1/Admin(config-pmap)#

既存のポリシー マップを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# no policy-map L4SLBPOLICY

「レイヤ 7 ク
SSL クラス マップとポリシー マップの関連付けの詳細については、
ラス マップとレイヤ 7 ポリシー マップの関連付け」の項を参照してください。

レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップとポリシー マップの関
連付け
ポリシー マップ コンフィギュレーション モードで class コマンドを使用して、
レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップをポリシー マップに関連付けることがで
きます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

class class-map
class-map 引数は、既存のクラス マップの名前です。最大 64 文字の英数字から
なる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。
たとえば、クラス マップ L4SLBCLASS をポリシー マップに関連付けるには、
次のように入力します。
host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)# class L4SLBCLASS

クラス マップをポリシー マップに関連付けた後、CLI はポリシー マップ クラス
コンフィギュレーション モードになります。
host1/Admin(config-pmap-c)#

ポリシー マップとクラス マップの関連付けを削除するには、次のように入力し
ます。
host1/Admin(config-pmap)# no class L4SLBCLASS
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レイヤ 7 ポリシー マップとクラス マップの関連付け
ポリシー マップ クラス コンフィギュレーション モードで loadbalance コマンド
を使用して、レイヤ 7 ポリシー マップをレイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップ
と関連付けることができます。この関連付けでは、ACE がトラフィックに直接
適用するレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ内にレイヤ 7 ポリシー マップ
をネストします。
このコマンドの構文は次のとおりです。

loadbalance policy policymap
policy policymap キーワードおよび引数は、既存のレイヤ 7 ポリシー マップの名
前を指定します。最大 64 文字の英数字からなる、引用符で囲まれていない、ス
ペースを含まないテキスト文字列を入力します。
たとえば、レイヤ 7 ポリシー マップ L7SLBPOLICY をクラス マップと関連付け
るには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# policy-map multi-match L4SLBPOLICY
host1/Admin(config-pmap)# class L4SLBCLASS
host1/Admin(config-pmap-c)# loadbalance policy L7SLBPOLICY

クラス マップとレイヤ 7 ポリシー マップの関連付けを削除するには、次のよう
に入力します。
host1/Admin(config-pmap-c)# no loadbalance policy L7SLBPOLICY

VLAN へのポリシー マップの適用
ここでは、VLAN トラフィックにレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを適
用する方法を説明します。ACE では、ポリシーを現在のコンテキスト内のすべ
ての VLAN にグローバルに適用することも、コンテキスト内の特定の VLAN に
適用することもできます。
ここでは、次の内容について説明します。

• ポリシー マップのグローバルな適用
• 特定の VLAN へのポリシー マップの適用
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ポリシー マップのグローバルな適用
コンフィギュレーション モードで service-policy コマンドを使用して、ポリ
シー マップをコンテキスト内のすべての VLAN にグローバルに適用できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

service-policy input policy_name
policy_name 引数は、既存のポリシー マップの名前です。最大 64 文字の英数字
からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。
たとえば、ポリシー マップ L4SLBPOLICY をすべてのコンテキスト VLAN に
グローバルに適用するには、次のように入力します。
host1/Admin(config)# service-policy input L4SLBPOLICY

ポリシー マップをすべての VLAN からグローバルに削除するには、次のように
入力します。
host1/Admin(config)# no service-policy input L4SLBPOLICY

特定の VLAN へのポリシー マップの適用
特定の VLAN インターフェイスにポリシー マップを適用するには、コンフィ
ギュレーション モードで interface コマンドを使用して、インターフェイス コン
フィギュレーション モードにする必要があります。
このコマンドの構文は次のとおりです。

interface vlan vlan
vlan 引数は、コンテキスト VLAN 番号です。2 ～ 4094 の整数を入力します。
たとえば、VLAN 10 のインターフェイス コンフィギュレーション モードにする
には、次のように入力します。
host1/Admin(config)# interface vlan 10
host1/Admin(config-if)#

インターフェイス コンフィギュレーション モードで service-policy コマンドを
使用して、インターフェイスにポリシー マップを適用できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。

service-policy input policy-name
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policy-name 引数は、既存のポリシー マップの名前です。最大 64 文字の英数字
からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。
たとえば、VLAN 10 にポリシー マップ L4SLBPOLICY を適用するには、次の
ように入力します。
host1/Admin(config)# interface vlan 10
host1/Admin(config-if)# service-policy input L4SLBPOLICY

インターフェイスからポリシーを削除するには、次のように入力します。
host1/Admin(config-if)# no service-policy input L4SLBPOLICY

SSL 開始の設定例
次の例は、SSL プロキシ クライアントとして機能し、それ自体と SSL サーバと
の間の SSL 接続を開始および維持する ACE の実行コンフィギュレーションを示
します。ACE は HTTP クライアントからクリア テキストを受け取り、そのデー
タを暗号化して、暗号文として SSL サーバに送信します。一方、ACE は SSL
サーバから受け取った暗号文を復号化し、そのデータをクリア テキストとして
クライアントに送信します。この例では、SSL 開始設定は太字で示されていま
す。

IPv6 の例
access-list ACL1 line 10 extended permit ip anyv6 anyv6
probe http GEN-HTTP
port 80
interval 50
faildetect 5
expect status 200 200
serverfarm host SFARM1
description SERVER FARM 1 FOR SSL INITIATION
probe GEN_HTTP
rserver SERVER1 443
inservice
rserver SERVER2 443
inservice
rserver SERVER3 443
inservice
rserver SERVER4 443
inservice
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serverfarm host SFARM2
description SERVER FARM 2 FOR SSL TERMINATION
probe GEN_HTTP
rserver SERVER5 443
inservice
rserver SERVER6 443
inservice
rserver SERVER7 443
inservice
rserver SERVER8 443
inservice
parameter-map type http PARAMMAP_HTTP
server-conn reuse
case-insensitive
persistence-rebalance
parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL_INITIATION
cipher RSA_WITH_RC4_128_MD5
cipher RSA_WITH_RC4_128_SHA
cipher RSA_WITH_DES_CBC_SHA
cipher RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
cipher RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
cipher RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
cipher RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
cipher RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5
cipher RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
cipher RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA
cipher RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA
version all
parameter-map type connection TCP_PARAM
syn-data drop
exceed-mss allow
ssl-proxy service SSL_PSRVICE_CLIENT
ssl advanced-options PARAMMAP_SSL_INITIATION
class-map type http loadbalance match-all L7_SERVER_CLASS
description Sticky for SSL Testing
2 match http url .*.jpg
3 match source-address 2001:DB8:130::1/64
class-map type http loadbalance match-all L7_SLB-HTTP_CLASS
2 match http url .*
3 match source-address 2001:DB8:130::1/64
class-map match-all L4_SSL-INIT_CLASS
description SSL Initiation VIP
2 match virtual-address 2001:DB8:130::C tcp eq www
policy-map type loadbalance first-match L7_SSL-INIT_POLICY
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class L7_SERVER_CLASS
serverfarm SFARM1
insert-http SRC_IP header-value "%is"
insert-http I_AM header-value "SSL_INIT"
insert-http SRC_Port header-value "%ps"
insert-http DEST_IP header-value "%id"
insert-http DEST_Port header-value "%pd"
ssl-proxy client SSL_PSERVICE_CLIENT
class L7_SLB-HTTP_CLASS
serverfarm SFARM2
insert-http SRC_IP header-value "%is"
insert-http I_AM header-value "SSL_INIT"
insert-http DEST_Port header-value "%pd"
insert-http DEST_IP header-value "%id"
insert-http SRC_Port header-value "%ps"
ssl-proxy client SSL_PSERVICE_CLIENT
policy-map multi-match L4_SSL-VIP_POLICY
class L4_SSL-INIT_CLASS
loadbalance vip inservice
loadbalance policy L7_SSL-INIT_POLICY
loadbalance vip icmp-reply active
appl-parameter http advanced-options PARAMMAP_HTTP
connection advanced-options TCP_PARAM
interface vlan 120
description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
ip address 2001:DB8:120::1 255.255.255.0
fragment chain 20
fragment min-mtu 68
access-group input ACL1
nat-pool 1 192.168.120.70 192.168.120.80 netmask 255.255.255.0 pat
service-policy input L4_SSL-VIP_POLICY
no shutdown
ip route 2001:DB8:1::1/64 2001:DB8:120::200

IPv4 の例
access-list ACL1 line 10 extended permit ip any any
probe http GEN-HTTP
port 80
interval 50
faildetect 5
expect status 200 200
serverfarm host SFARM1
description SERVER FARM 1 FOR SSL INITIATION
probe GEN_HTTP
SSL ガイド Cisco ACE アプリケーション コントロール エンジン

4-40

OL-25330-01-J

第4章

SSL 開始の設定
SSL 開始の設定例

rserver SERVER1
inservice
rserver SERVER2
inservice
rserver SERVER3
inservice
rserver SERVER4
inservice

443
443
443
443

serverfarm host SFARM2
description SERVER FARM 2 FOR SSL TERMINATION
probe GEN_HTTP
rserver SERVER5 443
inservice
rserver SERVER6 443
inservice
rserver SERVER7 443
inservice
rserver SERVER8 443
inservice
parameter-map type http PARAMMAP_HTTP
server-conn reuse
case-insensitive
persistence-rebalance
parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL_INITIATION
cipher RSA_WITH_RC4_128_MD5
cipher RSA_WITH_RC4_128_SHA
cipher RSA_WITH_DES_CBC_SHA
cipher RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA
cipher RSA_WITH_AES_128_CBC_SHA
cipher RSA_WITH_AES_256_CBC_SHA
cipher RSA_EXPORT_WITH_RC4_40_MD5
cipher RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_MD5
cipher RSA_EXPORT_WITH_DES40_CBC_SHA
cipher RSA_EXPORT1024_WITH_DES_CBC_SHA
cipher RSA_EXPORT1024_WITH_RC4_56_SHA
version all
parameter-map type connection TCP_PARAM
syn-data drop
exceed-mss allow
ssl-proxy service SSL_PSRVICE_CLIENT
ssl advanced-options PARAMMAP_SSL_INITIATION
class-map type http loadbalance match-all L7_SERVER_CLASS
description Sticky for SSL Testing
2 match http url .*.jpg
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3 match source-address 192.168.130.0 255.255.255.0
class-map type http loadbalance match-all L7_SLB-HTTP_CLASS
2 match http url .*
3 match source-address 192.168.130.0 255.255.255.0
class-map match-all L4_SSL-INIT_CLASS
description SSL Initiation VIP
2 match virtual-address 192.168.130.12 tcp eq www
policy-map type loadbalance first-match L7_SSL-INIT_POLICY
class L7_SERVER_CLASS
serverfarm SFARM1
insert-http SRC_IP header-value "%is"
insert-http I_AM header-value "SSL_INIT"
insert-http SRC_Port header-value "%ps"
insert-http DEST_IP header-value "%id"
insert-http DEST_Port header-value "%pd"
ssl-proxy client SSL_PSERVICE_CLIENT
class L7_SLB-HTTP_CLASS
serverfarm SFARM2
insert-http SRC_IP header-value "%is"
insert-http I_AM header-value "SSL_INIT"
insert-http DEST_Port header-value "%pd"
insert-http DEST_IP header-value "%id"
insert-http SRC_Port header-value "%ps"
ssl-proxy client SSL_PSERVICE_CLIENT
policy-map multi-match L4_SSL-VIP_POLICY
class L4_SSL-INIT_CLASS
loadbalance vip inservice
loadbalance policy L7_SSL-INIT_POLICY
loadbalance vip icmp-reply active
appl-parameter http advanced-options PARAMMAP_HTTP
connection advanced-options TCP_PARAM
interface vlan 120
description Upstream VLAN_120 - Clients and VIPs
ip address 192.168.120.1 255.255.255.0
fragment chain 20
fragment min-mtu 68
access-group input ACL1
nat-pool 1 192.168.120.70 192.168.120.80 netmask 255.255.255.0 pat
service-policy input L4_SSL-VIP_POLICY
no shutdown
ip route 10.1.0.0 255.255.255.0 192.168.120.254
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エンドツーエンド SSL の設定

（注）

この章の情報は、特に記載のない限り、ACE モジュールと ACE アプライアンス
の両方に適用されます。この章で説明する機能は、特に記載のない限り、IPv4
と IPv6 に適用されます。
この章では、エンドツーエンド SSL 接続を提供するように Cisco ACE アプリ
ケーション コントロール エンジン を設定する方法について説明します。このプ
ロセスには、SSL 開始（バック エンド）と SSL 終了（フロント エンド）を組み
合わせて、クライアント、ACE、およびサーバの間の安全なリンクを提供する
ことが含まれます。すべてのデータが暗号化され、暗号文として 3 つのデバイス
間で送信されます。
この章の内容は、次のとおりです。

• エンドツーエンド SSL の概要
• ACE エンドツーエンド SSL 設定の前提条件
• エンドツーエンド SSL の設定
• エンドツーエンド SSL 設定の例
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エンドツーエンド SSL の概要
エンドツーエンド SSL とは、ACE が、接続の一方のエンドにあるクライアント
ともう一方のエンドにあるサーバとの間に SSL 接続を確立し、維持することを
示します。エンドツーエンド SSL 用に ACE を設定すると、ACE は次の機能を
実行します。

• クライアントとの SSL セッションを終了する（フロントエンド接続）
• サーバとの SSL セッションを開始する（バックエンド接続）
• バックエンド コンテンツをロード バランスする
エンドツーエンド SSL は、SSL 終了と SSL 開始用に ACE を設定するのに使用
する構成を組み合わせます。エンドツーエンド SSL の場合は、次のタイプのポ
リシー マップを作成する必要があります。

• レイヤ 7 ポリシー マップ：ACE とサーバ間のトラフィックのバックエンド
フローを指示します。

• レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ ：次の機能を実行します。
– クライアントと ACE 間のトラフィックのフロントエンド フローを指示
します。

– レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップの基準を満たすトラフィック
に、関連付けられたレイヤ 7 ポリシー マップを適用します。
図 5-1 は、ACE が SSL クライアントとの SSL 接続を終了し、SSL サーバとの
SSL 接続を開始する、エンドツーエンド SSL の適用を示します。

ࢡࣛࣥࢺ

エンドツーエンド SSL

ࣇࣟࣥࢺ࢚ࣥࢻ

ࣂࢵࢡ࢚ࣥࢻ

ᬯྕᩥ

ᬯྕᩥ

࢚ࣥࢻࢶ࣮࢚ࣥࢻ SSL
㸦ࢧ࣮ࣂ࠾ࡼࡧࢡࣛࣥࢺࡋ࡚ࡢ ACE㸧

ࢧ࣮ࣂ

153354

図 5-1

ACE は、パラメータ マップ、SSL プロキシ サービス、およびクラス マップの
組み合わせを使用して、クライアント、ACE、および SSL サーバ間の情報フ
ローを決定するポリシー マップを作成します。
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図 5-2 は、レイヤ 7 ロードバランシング ポリシー マップを作成し、それをレイ
ヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに関連付けてエンドツーエンド SSL 設定を
作成するのに必要なプロセスの概要を示します。レイヤ 7 属性と、レイヤ 3 およ
びレイヤ 4 属性とを容易に識別できるように、レイヤ 7 属性はグレーで塗られて
います。
プロセスの最後のステップでは、コンテキストの入力トラフィックにレイヤ 3 お
よびレイヤ 4 ポリシー マップを適用します。この図は、ポリシー マップ設定の
さまざまなコンポーネントが互いにどのように関連付けられるかも示していま
す。
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1

基本的なエンドツーエンド SSL の設定のフロー図

6
SSL ȑȩȡȸǿ Ȟȃȗ
(config)# parameter-map type ssl PARAMMAP_SSL
SSL ࢭࢵࢩࣙࣥ ࣃ࣓࣮ࣛࢱࢆᐃ⩏ࠋ
SSL ࣂ࣮ࢪࣙࣥ close-protocol
ᬯྕࢫ࣮ࢺ
ࢭࢵࢩࣙࣥ ID ⏝ࡢࢱ࣒࢘ࢺ

࣮࢟ࣗ㐜ᘏ㸦SSL ⤊ࡢࡳ㸧
SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣅࢫ㸦ࢡࣛࣥࢺ࠾ࡼࡧࢧ࣮ࣂ㸧
㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ SSL ࣃ࣓࣮ࣛࢱ ࣐ࢵࣉ

2

3

SSL ȗȭǭǷ ǵȸȓǹᲢǯȩǤǢȳȈᲣ
(config)# ssl-proxy service SSL_PSERVICE_CLIENT
SSL ࢭࢵࢩࣙࣥ ࣃ࣓࣮ࣛࢱ SSL ࢡࣛࣥࢺ
ㄆドࢶ࣮ࣝࢆᐃ⩏ࠋ
SSL ࣃ࣓࣮ࣛࢱ ࣐ࢵࣉ

࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ
㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
SSL ࣉࣟ࢟ࢩ
ࢡࣛࣥࢺ
ࢧ࣮ࣅࢫ

ࣞࣖ 3 ࠾ࡼࡧࣞࣖ 4 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ㛵㐃
ࡅࡽࢀࡓࣞࣖ 7 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ

7

ǯȩǹ ȞȃȗᲢȬǤȤ 7Უ
(config)# class-map type http loadbalance L7SLBCLASS L7 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ
ࢺࣛࣇࢵࢡ㐺⏝ࡉࢀࡿ࣮ࣞࣖࣟࢻࣂࣛࣥࢩࣥࢢ 㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
L7 ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ
୍⮴ᇶ‽ࢆᐃ⩏ࠋ
㏦ಙඖ IP ࢻࣞࢫ
HTTP cookie
HTTP ࣊ࢵࢲ࣮
HTTP UR/

4
SSL ȗȭǭǷ ǵȸȓǹᲢǵȸȐᲣ
(config)# ssl-proxy service SSL_PSERVICE_SERVER
SSL ࢭࢵࢩࣙࣥ ࣃ࣓࣮ࣛࢱ SSL ࢧ࣮ࣂ
ㄆドࢶ࣮ࣝࢆᐃ⩏ࠋ
SSL ࣃ࣓࣮ࣛࢱ ࣐ࢵࣉ
ド᫂᭩ࣇࣝ
࣮࢟ ࣌ ࣇࣝ
ࢳ࢙࣮ࣥ ࢢ࣮ࣝࣉ
ࢡࣛࣥࢺㄆド
CRL ྲྀᚓ

࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ
㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
SSL ࣉࣟ࢟ࢩ
ࢧ࣮ࣂ ࢧ࣮ࣅࢫ

ȝȪǷȸ ȞȃȗᲢȬǤȤ 3 ƓǑƼȬǤȤ 4Უ
(config)# policy-map multi-match
L4SLBPOLICY
╔ಙࢺࣛࣇࢵࢡ㐺⏝ࡉࢀࡿࣞࣖ 3 ࠾ࡼࡧ
ࣞࣖ 4 ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣅࢫࠊࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉࠊ
࠾ࡼࡧࣞࣖ 7 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉࢆᣦᐃࠋ
ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ
– ࣮ࣟࢻࣂࣛࣥࢫ
– SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣂ
ࣞࣖ 3 ࠾ࡼࡧࣞࣖ 4 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉࢆࠊ
ࡍ࡚ࡢࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ VLAN ࣥࢱ࣮ࣇ࢙ࢫ
ࢢ࣮ࣟࣂࣝ㐺⏝ࠊࡲࡓࡣ≉ᐃࡢ VLAN 㐺⏝

8
ǰȭȸȐȫ VLAN ǢȗȪǱȸǷȧȳ
(config)# service-policy input
L4SLBPOLICY
ࡍ࡚ࡢࢥࣥࢸ࢟ࢫࢺ9/$1
࣏ࣜࢩ࣮࣐ࢵࣉࢆ㐺⏝ࠋ

5
ǯȩǹ ȞȃȗᲢȬǤȤ 3 ƓǑƼȬǤȤ 4Უ
(config)# class-map match-any L4SLBCLASS
╔ಙࢺࣛࣇࢵࢡ㐺⏝ࡉࢀࡿࣞࣖ 3
࠾ࡼࡧࣞࣖ 4 ࡢ୍⮴ᇶ‽ࢆᐃ⩏ࠋ
௬ࢻࣞࢫ
ᐄඛࢻࣞࢫ
ࢡࢭࢫ ࣜࢫࢺ
㏦ಙඖࢻࣞࢫ
any
࣏࣮ࢺ

ȝȪǷȸ ȞȃȗᲢȬǤȤ 7Უ
(config)# policy-map type loadbalance
first-match L7SLBPOLICY
୍⮴ᇶ‽㸦ࢡࣛࢫ࣐ࢵࣉ㸧࠾ࡼࡧ
ࢡࢩࣙࣥ㸦SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢧ࣮ࣅࢫ㸧ࢆᣦᐃࠋ
ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ
– ࢻࣟࢵࣉ
– ㌿㏦
– http ᤄධ
– ࢧ࣮ࣂࣇ࣮࣒
– SSL ࣉࣟ࢟ࢩ ࢡࣛࣥࢺ
– ࢫࢸࢵ࢟
– ࢫࢸࢵ࢟ ࢧ࣮ࣂࣇ࣮࣒

L3/L4 ࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉ
㛵㐃ࡅࡽࢀࡓ
L3/L4 ࢡࣛࢫ ࣐ࢵࣉ

ཎܭƷ VLAN ǢȗȪǱȸǷȧȳ
(config)# interface vlan 50
(config-if)# service-policy
input L4SLBPOLICY
≉ᐃࡢ VLAN ࡢධຊ
࣏ࣜࢩ࣮ ࣐ࢵࣉࢆ㐺⏝ࠋ
ࢧ࣮ࣅࢫ ࣏ࣜࢩ࣮

ᙳࡁ࣎ࢵࢡࢫ = ࣞࣖ 7 ᅛ᭷ࡢタᐃᒓᛶ

240086

図 5-2
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ACE エンドツーエンド SSL 設定の前提条件

ACE エンドツーエンド SSL 設定の前提条件
SSL オペレーション用に ACE を設定する前に、まずサーバ ロード バランシン
グ（SLB）用に設定する必要があります。SLB の設定プロセス中に、次の設定
オブジェクトを作成します。
• レイヤ 7 クラス マップ
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 クラス マップ
• レイヤ 7 ポリシー マップ
• レイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップ

SLB を設定したら、このガイドに記載されているエンドツーエンド SSL 用の
SSL 設定要件を使用して、既存の SLB クラス マップおよびポリシー マップを変
更します。

SLB 用に ACE を設定するには、『Server Load-Balancing Guide, Cisco ACE
Application Control Engine』を参照してください。

エンドツーエンド SSL の設定
表 5-1 は、エンドツーエンド SSL 用に ACE を設定するのに必要なプロセスの概
要を示します。エンドツーエンド SSL は SSL 終了と SSL 開始の設定プロセスを
結合するため、この手順では、特定のプロセスを詳しく説明している項へのリン
クを示します。
表 5-1

エンドツーエンド SSL 設定のクイック スタート

作業

1. 第 4 章の「SSL 開始の設定」の説明に従って、SSL 開始用に ACE を設定
します。SSL 開始の設定では、バックエンド操作のすべてと、フロントエ
ンド操作の一部を設定します。
現時点では、VLAN に設定を適用しないでください。

2. 第 3 章「SSL 終了の設定」の「SSL パラメータ マップの作成および定義」
の項の説明に従って、フロントエンド操作で ACE が使用するパラメータ
マップを作成します。
手順 1 でバックエンド操作用に作成したのと同じパラメータ マップを
ACE が使用する場合、この手順は省略します。
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表 5-1

エンドツーエンド SSL 設定のクイック スタート （続き）

作業

3. 第 3 章「SSL 終了の設定」の「SSL プロキシ サービスの作成および定義」
の項の説明に従って、SSL プロキシ サーバ サービスを作成します。
4. 手順 1 で作成したレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップに、SSL プロキ
シ サーバ サービスを関連付けます。この関連付けについては、第 3 章
「SSL 終了の設定」の「ポリシー マップと SSL プロキシ サーバ サービス
の関連付け」の項を参照してください。

5. 第 3 章「SSL 終了の設定」の「VLAN へのポリシー マップの適用」の項
の説明に従って、VLAN にレイヤ 3 およびレイヤ 4 ポリシー マップを適
用します。

6. （任意）スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレー
ションをコピーして、変更をフラッシュ メモリに保存します。
host1/Admin(config-if)# do copy running-config startup-config

エンドツーエンド SSL 設定の例
次の例は、フロントエンド SSL とバックエンド SSL を組み合わせる、エンド
ツーエンド SSL 設定を示します。ACE は、HTTP クライアントから暗号化テキ
ストを受信し、また、暗号化データを暗号文として SSL サーバに送信します。
一方、ACE は SSL サーバから受け取った暗号文を復号化し、そのデータをクリ
ア テキストとしてクライアントに送信します。例では、SSL 固有の設定要素が
太字で示されています。

IPv6 の例
access-list ACL line 10 extended permit ip anyv6 anyv6
rserver host TEST4
ip address 2001:DB8:20::9
inservice
serverfarm host TEST
rserver TEST4
inservice
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parameter-map type ssl PM1
session-cache timeout 300
queue-delay timeout 1
ssl-proxy service SSL_CLIENT
ssl advanced-options PM1
ssl-proxy service SSL_SERVER
key KEY12.PEM
cert CERT12.PEM
ssl advanced-options PM1
class-map
2 match
class-map
2 match
3 match

type http loadbalance match-any SSL
http url .*
match-any SSL_C1
virtual-address 2001:DB8:2::101 tcp eq https
virtual-address 2001:DB8:2::101 tcp any

policy-map type loadbalance first-match SSL_BACK
class SSL
serverfarm TEST
ssl-proxy client SSL_CLIENT
policy-map multi-match L7_1
class SSL_C1
loadbalance vip inservice
loadbalance policy SSL_BACK
loadbalance vip icmp-reply
ssl-proxy server SSL_SERVER
interface vlan 210
ip address 2001:DB8:1::1/64
service-policy input L7_1
access-group input ACL
no shutdown
interface vlan 220
ip address 2001:DB8:2::1/64
no shutdown
interface vlan 226
ip address 2001:DB8:F::27/64
no shutdown
ip route ::/0 2001:DB8:F::1
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IPv4 の例
access-list ACL line 10 extended permit ip any any
rserver host TEST4
ip address 20.20.2.11
inservice
serverfarm host TEST
rserver TEST4
inservice
parameter-map type ssl PM1
session-cache timeout 300
queue-delay timeout 1
ssl-proxy service SSL_CLIENT
ssl advanced-options PM1
ssl-proxy service SSL_SERVER
key KEY12.PEM
cert CERT12.PEM
ssl advanced-options PM1
class-map
2 match
class-map
2 match
3 match

type http loadbalance match-any SSL
http url .*
match-any SSL_C1
virtual-address 10.10.2.101 tcp eq https
virtual-address 10.10.2.101 tcp any

policy-map type loadbalance first-match SSL_BACK
class SSL
serverfarm TEST
ssl-proxy client SSL_CLIENT
policy-map multi-match L7_1
class SSL_C1
loadbalance vip inservice
loadbalance policy SSL_BACK
loadbalance vip icmp-reply
ssl-proxy server SSL_SERVER
interface vlan 210
ip address 10.10.2.1 255.255.255.0
service-policy input L7_1
access-group input ACL
no shutdown
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interface vlan 220
ip address 20.20.2.1 255.255.255.0
no shutdown
interface vlan 226
ip address 10.90.15.27 255.255.255.0
no shutdown
ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.90.15.1
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6

SSL 情報および統計情報の表示
（注）

この章の情報は、特に記載のない限り、ACE モジュールと ACE アプライアンス
の両方に適用されます。
この章では、使用可能な show コマンドを使用して、ACE にロードされた証明
書やキー ペア ファイルなどの SSL 関連情報を表示する方法について説明しま
す。show コマンドは、コンテキストに関連する情報を表示します。このコンテ
キストに基づいて、コマンドが実行されます。この章で説明する各コマンドに
は、コマンド出力の説明も含まれます。

show コマンドは EXEC モード コマンドですが、do コマンドを使用して任意の
コンフィギュレーション モードから show コマンドを実行できます。次に、
EXEC モードまたはコンフィギュレーション モードから show running-config
コマンドを実行する例を示します。

EXEC モードからの入力例
host1/Admin# show running-config

コンフィギュレーション モードからの入力例
host1/Admin(config)# do show running-config

この章の内容は、次のとおりです。

• CSR パラメータ セットの設定の表示
• 証明書とキー ペア ファイルのリストの表示
• 証明書情報の表示
• CRL 情報の表示
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• CDP エラー統計情報の表示
• OCSP 情報の表示
• RSA キー ペア情報の表示
• 証明書チェーン グループ情報の表示
• クライアント認証グループの情報の表示
• キャッシュされた TLS および SSL セッション エントリの表示
• フロントエンドおよびバックエンドの SSL 統計情報の表示
• SSL HTTP ヘッダー挿入および切り捨てられたカウンタに関する情報
• HTTP ヘッダー挿入の統計情報の表示

CSR パラメータ セットの設定の表示
CSR パラメータ セットのサマリー レポートと詳細レポートを表示するには、
EXEC モードで show crypto csr-params コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

show crypto csr-params {params_set | all}
引数およびキーワードは次のとおりです。

• params_set：引数は特定の CSR パラメータ セットです。最大 64 文字の英
数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。ACE では、指定され
た CSR パラメータ セットの詳細レポートが表示されます。詳細レポートに
は CSR パラメータ セットの識別名の属性が含まれます。
• 現在のコンテキストのすべての CSR パラメータ セットを一覧表示するサマ
リー レポートを表示するには、CSR パラメータ セットを指定せずにコマン
ドを入力します。
たとえば、CSR パラメータ セットのサマリー レポートを表示するには、次のよ
うに入力します。
host1/Admin# show crypto csr-params all

次に、MYCSRCONFIG CSR パラメータ セットの詳細レポートを表示する例を
示します。
host1/Admin# show crypto csr-params MTCSRCONFIG
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表 6-1 に、show crypto csr-params コマンド出力に含まれるフィールドの説明
を示します。
表 6-1

show crypto csr-params config_name コマンドのフィールドの説
明

フィールド

説明

Country-name

証明書所有者が存在する国。

State

証明書所有者が存在する州。

Locality

証明書所有者が存在する地域。

Org-name

組織の名前（証明書所有者またはサブジェクト）。

Org-unit

組織内のユニットの名前。

Common-name

通常名（SSL サイトのドメイン名または個別のホスト名）。

Serial number

シリアル番号。

Email

E-mail Address（電子メール アドレス）。

証明書とキー ペア ファイルのリストの表示
すべての使用可能な証明書とキー ペア ファイルのリストを表示するには、
EXEC モードで show crypto files コマンドを使用します。
たとえば、証明書とキー ペア ファイルのリストを表示するには、次のように入
力します。
host1/Admin# show crypto files

表 6-2 に、show crypto files コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示しま
す。
表 6-2

show crypto files のフィールドの説明
コマンド

フィールド

説明

Filename

証明書またはキー ペアを含むファイルの名前。

File Size

ファイルのサイズ

File Type

ファイルの形式（PEM、DER、または PKCS12）。
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表 6-2

show crypto files のフィールドの説明
コマンド （続き）

フィールド

説明

Exportable

crypto export コマンドを使用して ACE からファイルを
エクスポートできるかどうかを示します。
• Yes：FTP、SFTP、または TFP サーバにファイルを
エクスポートできます（第 2 章「証明書およびキーの
管理」の「証明書とキー ペア ファイルのエクスポー
ト」の項を参照）。

• No：保護されているためファイルをエクスポートで
きません。

Key/Cert

ファイルが証明書（CERT）、キー ペア（KEY）、または
その両方（BOTH）を含むかどうかを示します。

証明書情報の表示
証明書のサマリー レポートと詳細レポートを表示するには、EXEC モードで
show crypto certificate コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

show crypto certificate {filename | all}
次のキーワードと引数があります。

• filename：特定の証明書ファイルの名前。最大 40 文字の英数字からなる文
字列を引用符で囲まずに入力します。ACE では、指定されたファイルに対
する証明書の詳細レポートが表示されます。証明書ファイルにチェーンが含
まれる場合、ACE では最下位の証明書だけが表示されます（署名者は表示
されません）。

• all：現在のコンテキストのすべての証明書ファイルを一覧表示する、証明
書のサマリー レポートを表示します。
たとえば、証明書のサマリー レポートを表示するには、次のように入力します。
host1/Admin# show crypto certificate all
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表 6-3 に、show crypto certificate all コマンド出力に含まれるフィールドの説
明を示します。
表 6-3

show crypto certificate all コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Certificate file

証明書ファイルの名前。

Subject

証明書を所有し、秘密キーを保持している組織の識
別名。

Issuer

証明書を発行した認証局（CA）の識別名。

Not Before

開始期間。この期間の前は、証明書は有効とは見な
されません。

Not After

終了期間。この期間の後は、証明書は有効とは見な
されません。

CA Cert

証明書に署名した CA の証明書。

次に、MYCERT.PEM 証明書ファイルの詳細レポートを表示する例を示します。
host1/Admin# show crypto certificate MYCERT.PEM

表 6-4 に、show crypto certificate filename コマンド出力に含まれるフィールド
の説明を示します。
表 6-4

show crypto certificate filename コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Certificate

証明書ファイルの名前。

Data

Version

X.509 標準のバージョン。証明書は標準のこのバー
ジョンに準拠します。

Serial Number

証明書に関連付けられたシリアル番号。

Signature Algorithm

公開キー / 秘密キーのキー ペアによる情報の暗号化
に使用するデジタル署名アルゴリズム。

Issuer

証明書を出力した CA の識別名。

Validity
Not Before

開始期間。この期間の前は、証明書は有効とは見な
されません。
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表 6-4

show crypto certificate filename コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド

Not After
Subject

説明
終了期間。この期間の後は、証明書は有効とは見な
されません。
証明書を所有し、秘密キーを保持している組織の識
別名。

Subject Public Key Info

Public Key
Algorithm

公開キーの生成に使用するキー交換アルゴリズムの
名前（RSA など）。

RSA Public Key

Web トランザクションを保護するために使用される
RSA キー ペアのサイズを定義するキーのビット数。

Modulus

証明書が作成された実際の公開キー。

Exponent

キーを生成するために使用するベース数の 1 つ。

X509v3 Extensions

証明書に追加される X509v3 拡張の配列。

X509v3 Basic
Constraints

証明書の署名の確認に使用される認証済み公開キー
を使用して、サブジェクトが CA として機能する可
能性があるかどうかを示します。その場合、認証パ
ス長の制限が指定されることもあります。

Netscape Comment

証明書が表示されたときに表示されることがあるコ
メント。

X509v3 Subject Key 認証される公開キー。これにより、同じサブジェク
Identifier
トで使用される別々のキーを区別できます（キーの
更新の発生時など）。

X509v3 Authority
Key Identifier

この証明書または CRL の署名の確認に使用される
公開キー。これにより、同じ CA で使用される別々
のキーを区別できます（キーの更新の発生時など）。

Signature Algorithm

キー交換ではなく、デジタル署名に使用されるアル
ゴリズムの名前。

Hex Numbers

証明書の実際の署名。証明書データが変更されてい
ないことを確認するために、クライアントは指定さ
れたアルゴリズムを使用してこの署名を再生成でき
ます。
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CRL 情報の表示
証明書失効リスト（CRL）またはコンテキスト内で指定された CRL の定義のリ
ストを表示するには、EXEC モードで show crypto crl コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

show crypto crl {crl_name [detail] | all | best-effort}
次のキーワードと引数があります。

• crl_name：コンテキストで設定されている特定の CRL の名前。英数字の文
字列を引用符で囲まずに入力します。ACE では、指定された CRL の定義が
表示されます。

• detail：（任意）障害カウンタを含む CRL ダウンロードの詳細な統計情報を
表示します。

• all：コンテキストで設定されているすべての CRL のリストを表示します。
• best-effort：ACE 上のすべてのベストエフォート CRL の要約情報を表示し
ます（最大 16 CRL）。
たとえば、すべての CRL のリストを表示するには、次のように入力します。
host1/Admin# show crypto crl all

特定の CRL（CRL1 など）の定義を表示するには、次のように入力します。
host1/Admin# show crypto crl CRL1

表 6-5 に、show crypto crl crl_name コマンド出力に含まれるフィールドの説明
を示します。
表 6-5

show crypto crl コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

URL

ACE が CRL をダウンロードする URL。

Last Downloaded

ACE が CRL を最後にダウンロードしたとき。アク
ティブでないポリシー マップの SSL プロキシ サー
ビスで CRL が設定されているか、SSL プロキシ
サービスがポリシー マップに関連付けられていない
場合、フィールドには「not downloaded yet」とい
うメッセージが表示されます。
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表 6-5

show crypto crl コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

Total Number of
Download Attempts

ACE が CRL をダウンロードしようとした回数。

Failed Download
Attempts

ACE が CRL のダウンロードに失敗した回数。

Total Number of
Download Attempts for
Real CRL Data

指定された CRL を ACE がダウンロードしようとし
た回数（「ベスト エフォート」の試行は含まず）。

Failed Download
Attempts for Real CRL
Data

指定された CRL のダウンロードに ACE が失敗した
回数（「ベスト エフォート」の試行は含まず）。

Successful Loads（detail ACE が CRL を正常にロードした回数。
オプション）

Failed Loads（detail オ
プション）

Hours since Last Load
（detail オプション）

No IP Addr Resolutions
（detail オプション）

エラーが原因で ACE が CRL をロードできなかった
回数。

ACE が最後に正常に CRL をダウンロードしてから
経過した時間数。正常なダウンロードが発生しな
かった場合、このフィールドには NA（適用なし）
が表示されます。
CRL のサーバ ホスト アドレスの DNS 解決に失敗
した回数。

Host Timeouts（detail オ タイム アウトした CRL へのダウンロード再試行の
プション）

Next Update Invalid
（detail オプション）

Next Update Expired
（detail オプション）

回数。

CRL の [Next Update] フィールドが無効になった回
数。

CRL の [Next Update] フィールドが期限切れになっ
た回数。

Bad Signature（detail オ CRL の署名検証用に設定された CA 証明書に関連
プション）
して、CRL の署名の不一致が検出された回数。
CRL Found-Failed to
ACE の最大サイズ制限（10 MB）または CRL の形
load（detail オプション） 式が認識されなかったことが原因で、ACE が CRL
をロードできなかった回数。ACE は DER および
PEM 形式で符号化された CRL のみを認識します。
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表 6-5

show crypto crl コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

File Not Found（detail

サーバが、CRL ファイルがサーバ上に見つからな
かったと応答した回数。

オプション）

Memory Outage failures
（detail オプション）

CRL データを保存するためのメモリを一時的に提
供できなかったため、ACE が CRL のダウンロード
に失敗した回数。

Cache Limit failures
（detail オプション）

CRL キャッシュが使い果たされたために ACE が
CRL をロードできなかった回数。

Conn Failures（detail オ サーバとの接続を確立できなかったか、宛先システ
プション）

ムでリッスンしてるサーバ エンティティがなかった
ため、ACE が CRL のダウンロードに失敗した回
数。

Internal Failures（detail
オプション）

CRL のダウンロードを妨げた ACE の内部エラー
数。CRL のダウンロードを行うコンポーネント間
の内部通信エラーなどがあります。

Not Eligible for
download（detail オプ

次の条件によって、CRL にダウンロード資格がな
いことが検出された回数。

ション）

• 同じ CRL のダウンロードが進行している。
• CRL がすでに正常にロードされ、まだ期限切
れになっていない。

HTTP Read Failures
（detail オプション）

HTTP Write failures
（detail オプション）

サーバとの間で確立された接続でデータを読み取る
ことができなかったため、CRL をダウンロードす
るときに ACE でエラーが発生した回数。
サーバとの間で確立された接続から CRL ダウン
ロード要求を作成できなかったため、CRL をダウ
ンロードするときに ACE でエラーが発生した回数。

たとえば、すべてのベストエフォート CRL の要約情報を表示するには、次のよ
うに入力します。
host1/Admin# show crypto crl best-effort

表 6-6 に、show crypto crl best-effort コマンド出力に含まれるフィールドの説
明を示します。
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表 6-6

show crypto crl best-effort コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Best Effort CRL

現時点で存在する各ベストエフォート CRL を区別
する ID。同じ CRL でも、別の時点で ID が異なる
場合があります。

CRL Distribution Point

CDP の URL。ACE は URL の先頭 255 文字を表示

CRL Downloaded

CRL が ACE にダウンロードされているかどうかを
Yes または No で示します。

CRL Issuer Name

CRL 発行元の名前。ACE は名前の先頭 255 文字を

します。

表示します。

Last Update

CRL から取得した [Last Update] フィールドの内
容。ACE は、フィールドの最初の 64 文字を表示し
ます。

Next Update

CRL から取得した [Next Update] フィールドの内
容。ACE は、フィールドの最初の 64 文字を表示し
ます。

ベストエフォート CRL が ACE サービス モジュールにない場合、ACE サービス
モジュールは次のメッセージを表示します。
No best effort crl present in the system

（注）

使用中の CRL の有効期限が切れたときに ACE がクライアント証明書を拒否す
るかどうかを表示するには、show parameter-map コマンドを使用します。

CDP エラー統計情報の表示
CRL 分散ポイント（CDP）は、URL の形式で CRL の場所を示します。証明書
の CDP の解析は、ベストエフォート CRL が使用中のときにのみ発生します。
証明書の CDP の不一致の統計情報を表示するには、show crypto cdp-errors コ
マンドを使用します。
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たとえば、CDP 統計情報を表示するには、次のように入力します。
host1/Admin# show crypto cdp-errors

表 6-7 に、show crypto cdp-errors コマンド出力に含まれるフィールドの説明
を示します。
表 6-7

show crypto cdp-errors のフィールドの説明
コマンド

フィールド

説明

Incomplete

CDP で、ホスト、ファイル名、基本情報などの CRL を
ダウンロードするために必要な情報が不足した回数。

Malformed

誤った属性またはベース情報を指定するなど、エラーを
含む情報で CDP が不正な形式になった回数。このカウ
ンタには、255 文字の ACE の長さ制限を超えた URL を
持つ CDP も含まれます。切り捨てられた URL は誤っ
た CRL を指すことがあります。

Unrecognized
Transports

CRL に対する CDP の転送メカニズムを ACE サービス
モジュールが認識またはサポートしない回数。

Missing from cert

CDP が証明書から失われた回数。

Best Effort CDP
Errors Ignored

提示された証明書の CDP エラーを ACE サービス モ
ジュールが無視し、それによって SSL 接続が許可され
た回数。このフィールドは、パラメータ マップ SSL コ
ンフィギュレーション モードの cdp-errors ignore コマ
ンドに関連しています。

OCSP 情報の表示
次の項で説明されている show コマンドを使用して、Online Certificate Status
Protocol（OCSP）の情報を表示できます。

• OCSP サーバの統計情報の表示
• AuthorityInfoAccess 拡張エラーの統計情報の表示
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OCSP サーバの統計情報の表示
OCSP サーバの統計情報を表示するには、EXEC モードで show crypto
ocspserver コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりです。
show crypto ocspserver {name [detail] | all | best-effort}
次のキーワードと引数があります。

• name：設定されている OCSP サーバの ID。最大 64 文字の英数字からなる
文字列を引用符で囲まずに入力します。スペースは使用しません。

• detail：指定された OCSP サーバの詳細な統計情報を表示するように ACE
に指示します。

• all：すべての設定された OCSP サーバの統計情報を表示します。
• best-effort：クライアント パケットからサーバ情報を取得してベストエ
フォート方式で取得された OCSP サーバの統計情報を表示します。
表 6-8 に、show crypto ocspserver name detail コマンド出力に含まれるフィー
ルドの説明を示します。
表 6-8

show crypto ocspserver コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Name

設定されている OCSP サーバの ID。

URL

OCSP サーバの URL。

Connection State

OCSP サーバへの接続の状態。取り得る値は、
Connected または Not Connected です。状態が
Connected の場合は、これに続く [Connected Since]
フィールドが指定されます。そうでない場合は表示され
ません。

Connected Since

OCSP サーバとの既存の接続が確立された日時。

Total Number of
OCSP サーバとの接続試行の総数。
Connection Attempts
Failed Connections

失敗した OCSP サーバとの接続試行の数。

Nonce

ナンスの状態（有効または無効）。

Req signer cert

OCSP サーバへの発信要求に署名するための、設定され
た署名者の証明書ファイル名。
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表 6-8

show crypto ocspserver コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

Req signer key

OCSP サーバへの発信要求に署名するための、設定され
た署名者の秘密キー ファイル名。

Resp sign.verifier

OCSP サーバの応答の署名を検証する設定された証明
書。

Inactivity timeout

設定されている接続無活動タイムアウト。

Successful
Connections

成功した OCSP サーバとの接続試行の数。

No IP Addr
Resolutions

ホスト アドレスに対応する IP アドレスが正常に取得で
きなかった回数。

Host Timeouts

OCSP サーバとの接続を確立している間に、接続がタイ
ム アウトした回数。

Conn Failures

ACE サービス モジュールが OCSP サーバとの接続を正
常に確立することを妨げた接続コール エラーの数。

Internal Failures

ACE サービス モジュールが OCSP サーバとの接続を正
常に確立することを妨げた内部エラーの数。

HTTP Read Failures HTTP 読み取りコール エラーによる接続エラーの数。
HTTP Write Failures HTTP 書き込みコール エラーによる接続エラーの数。
Inactivity timeouts

無活動が原因で OCSP サーバとの接続が終了した回数。

Requests sent

ACE サービス モジュールが OCSP サーバに送信した要
求の総数。

Non-OCSP
Responses

ACE で受信された非 OCSP 応答の数。

OCSP Responses

ACE で受信された OCSP 応答の数。

Malformed OCSP
Responses

ACE で受信された不正な形式の OCSP 応答の数。

Nonce Mismatches

OCSP 応答がナンス文字列と一致しなかった回数。

Response verify
failures

OCSP 応答が応答の署名検証に失敗した回数。

Unreliable OCSP
Responses

OCSP 応答が信頼できないことが判明した回数。
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表 6-8

show crypto ocspserver コマンドのフィールドの説明 （続き）

フィールド

説明

Revoked responses

証明書の失効ステータスが Revoked として示された応
答の数。

Non-revoked
responses

証明書の失効ステータスが非失効として示された応答の
数。

Status unknown
responses

サーバがクライアント（または提供された）証明書の状
態を判定できなかった回数。

たとえば、OCSP_SERV1 サーバの統計情報を表示するには、次のコマンドを入
力します。
host1/Admin# show crypto ocspserver OCSP_SERV1 detail

AuthorityInfoAccess 拡張エラーの統計情報の表示
AuthorityInfoAccess（AIA）拡張エラーの統計情報を表示するには、EXEC
モードで show crypto aia-errors コマンドを使用します。このコマンドの構文は
次のとおりです。

show crypto aia-errors
表 6-9 に、show crypto aia-errors コマンド出力に含まれるフィールドの説明を
示します。
表 6-9

show crypto aia-errors コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Incomplete

AIA に必要な情報が不足した回数。

Malformed

AIA の形式が誤っているか、エラーを含む情報が格納
された回数。

Unrecognized
Transports

URL 内の、サポートまたは認識されない転送を持つ
AIA の数。

Missing from cert

AIA が証明書から失われた回数。

Invalid address

AIA に無効な IP アドレスが含まれていた回数。
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たとえば、OCSP の AIA エラーを表示するには、次のコマンドを入力します。
host1/Admin# show crypto aia-errors

RSA キー ペア情報の表示
キー ペア ファイルのサマリー レポートと詳細レポートを表示するには、EXEC
モードで show crypto key コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

show crypto key {filename | all}
次のキーワードと引数があります。

• filename：特定のキー ペア ファイルの名前。最大 40 文字の英数字からなる
文字列を引用符で囲まずに入力します。ACE では、指定されたファイルに
対するキー ペアの詳細レポートが表示されます。

• all：利用可能なすべてのキー ペア ファイルを一覧表示する、キー ペア サマ
リー レポートを表示します。
たとえば、キー ペアのサマリー レポートを表示するには、次のように入力しま
す。
host1/Admin# show crypto all
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表 6-10 に、show crypto key コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示し
ます。
表 6-10

show crypto key コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Filename

RSA キー ペアを含むキー ペア ファイルの名前。

Bit Size

ファイルのサイズ

Type

RSA などのキー交換アルゴリズムのタイプ。

次に、MYKEYS.PEM キー ペア ファイルに含まれている公開キーと秘密キーの
詳細レポートを表示する例を示します。
host1/Admin# show crypto key MYKEYS.PEM
1024-bit RSA keypair

表 6-11 に、show crypto key filename コマンド出力に含まれるフィールドの説明
を示します。
表 6-11

show crypto key filename コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Key Size

RSA キー ペアのサイズ（ビット単位）。

Modulus

公開キーの 16 進数値。秘密キーのモジュラスはセキュ
リティのために表示されません。

証明書チェーン グループ情報の表示
チェーン グループ ファイルのサマリー レポートと詳細レポートを表示するに
は、EXEC モードで、show crypto chaingroup コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

show crypto chaingroup {filename | all}
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次のキーワードと引数があります。

• filename：特定のチェーン グループ ファイルの名前。最大 64 文字の英数字
からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。ACE では、指定された
ファイルに対するチェーン グループの詳細レポートが表示されます。詳細
レポートには、チェーン グループに設定されている証明書のリストが含ま
れます。

• all：使用可能な各チェーン グループ ファイルを一覧表示するチェーン グ
ループのサマリー レポートを表示します。サマリー レポートには、各
チェーン グループ用に設定された証明書も一覧表示されます。
たとえば、チェーン グループのサマリー レポートを表示するには、次のように
入力します。
host1/Admin# show crypto chaingroup all

次に、MYCERTGROUP チェーン グループのために設定されている証明書の詳
細レポートを表示する例を示します。
host1/Admin# show crypto chaingroup MYCERTGROUP

表 6-12 に、show crypto chaingroup コマンド出力に含まれるフィールドの説明
を示します。
表 6-12

show crypto chaingroup コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Certificate

証明書のファイル名。

Subject

証明書を所有し、秘密キーを保持している組織の識別
名。

Issuer

証明書を出力した CA の識別名。

クライアント認証グループの情報の表示
各認証グループの証明書のリストまたは、指定したクライアント認証グループの
証明書のリストを、各証明書のサブジェクトと発行元情報を含めて表示するに
は、EXEC モードで、show crypto authgroup コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

show crypto authgroup {group_name | all}
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次のキーワードと引数があります。

• group_name：特定の認証グループ ファイルの名前。最大 64 文字の英数字
からなる文字列を引用符で囲まずに入力します。

• all：各認証グループの証明書のリストを表示します。
たとえば、各認証グループの証明書のリストを表示するには、次のように入力し
ます。
host1/Admin# show crypto authgroup all

各証明書のサブジェクトと発行元情報を含む AUTH-CERT1 グループの各証明
書を表示するには、次のように入力します。
host1/Admin# show crypto authgroup AUTH-CERT1

表 6-13 に、show crypto authgroup group_name コマンド出力に含まれる
フィールドの説明を示します。
表 6-13

show crypto authgroup group_name コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

Certificate

証明書のファイル名。

Subject

証明書を所有し、秘密キーを保持している組織の識別
名。

Issuer

証明書を出力した CA の識別名。

キャッシュされた TLS および SSL セッション エ
ントリの表示
現在のコンテキストに含まれる、キャッシュされた TLS と SSL クライアントお
よびサーバ セッション エントリの数を表示するには、EXEC モードで show
crypto session コマンドを使用します。
このコマンドの構文は次のとおりです。

show crypto session
例を示します。
host1/Admin# show crypto session
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SSL パラメータ マップ設定の表示
SSL パラメータ マップの設定を表示するには、EXEC モードで show
parameter-map コマンドを使用します。このコマンドの構文は次のとおりで
す。

show parameter-map name
name 引数は、既存の SSL パラメータ マップの名前を指定します。SSL パラ
メータ名として、最大 64 文字の英数字からなる文字列を引用符で囲まずに入力
します。
次に例を示します。
host1/Admin# show parameter-map SSL_PARAMMAP

表 6-14 に、サーバに SSL セッション情報を提供する HTTP ヘッダーに関連す
る、show parameter-map コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示しま
す。このコマンドで表示されるその他のフィールドについては、『Server
Load-Balancing Guide, Cisco ACE Application Control Engine』を参照してくだ
さい。
表 6-14

show parameter-map のフィールドの説明
コマンド

フィールド

説明

Parameter-map

SSL パラメータ マップの名前
SSL

Type
Description

以前に入力されていた SSL パラメータ マップの
テキスト説明

version

SSL または TLS のバージョン

close-protocol

close-protocol コマンドの状態（なし）

expired-crl

expired-crl コマンドの状態（許可または拒否）

cdp-errors

cdp-errors コマンドの状態（許可または拒否）

authentication-failure any

authentication-failure any コマンドの状態（無
視）

session-cache timeout

session-cache timeout コマンドの状態（有効ま
たは無効）
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表 6-14

show parameter-map のフィールドの説明
コマンド （続き）

フィールド

queue-delay timeout

説明

queue-delay timeout コマンドの状態（有効また
は無効）

rehandshake

rehandshake enabled コマンドの状態（有効ま

purpose-check

purpose-check コマンドの状態（有効または無

たは無効）
効）

フロントエンドおよびバックエンドの SSL 統計
情報の表示
現在のコンテキストのフロントエンドおよびバックエンドの SSL 統計情報を表
示するには、EXEC モードで show stats crypto コマンドを使用します。このコ
マンドは、アラート、認証、暗号化、ヘッダーの挿入、リダイレクト、および終
了の統計情報を表示します。これらの統計情報をクリアするには、「SSL および
TLS の統計情報のクリア」を参照してください。
バックエンド SSL 統計情報を表示するには、このコマンドの構文は次のように
なります。

show stats crypto client [alert | authentication | cipher | termination]
フロントエンド SSL 統計情報を表示するには、このコマンドの構文は次のよう
になります。

show stats crypto server [alert | authentication | cipher | insert | redirect |
termination]
キーワードは次のとおりです。

• client：バックエンド SSL 統計情報を表示します。オプションを指定しない
場合、すべての統計情報が表示されます。

• server：フロントエンド SSL 統計情報を表示します。オプションを指定し
ない場合、すべての統計情報が表示されます。

• alert：（任意）送受信されたアラート メッセージの統計情報を表示します。
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• authentication：（任意）認証統計情報を表示します。
• cipher：（任意）暗号化統計情報を表示します。
• insert：（任意）server キーワードを指定すると、このオプションはヘッ
ダー挿入の統計情報を表示します。

• redirect：（任意）server キーワードを指定すると、このオプションは SSL
リダイレクトの統計情報を表示します。

• termination：（任意）SSL 終了の統計情報を表示します。
たとえば、バックエンドの統計情報を表示するには、次のように入力します。
host1/Admin# show stats crypto client

フロントエンド統計情報を表示するには、次のように入力します。
host1/Admin# show stats crypto server

表 6-15 に、show stats crypto コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示し
ます。HTTP ヘッダー挿入のカウンタがどのように機能するかの説明について
は、「SSL HTTP ヘッダー挿入および切り捨てられたカウンタに関する情報」の
項を参照してください。
表 6-15

show stats crypto のフィールドの説明
コマンド

フィールド

説明

クリプト クライアントまたはサーバの終了の統計情報：

SSLv3/TLSv1
negotiated protocol

接続をネゴシエートするときにプロトコルが使用される
回数。

SSLv3 full
handshakes

エラーなく完了した SSLv3 ハンドシェイクの数。

SSLv3 resumed
handshakes

セッション ID を使用しているときに再開された SSLv3
ハンドシェイクの数。

SSLv3 handshakes

セッション ID を使用しているときの SSLv3 ハンドシェ
イクの数。

TLSv1 full
handshakes

エラーなく完了した TLSv1 ハンドシェイクの数。

TLSv1 resumed
handshakes

セッション ID を使用しているときに再開された TLSv1
ハンドシェイクの数。
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表 6-15

show stats crypto のフィールドの説明
コマンド （続き）

フィールド

説明

TLSv1 handshakes

セッション ID を使用しているときの TLSv1 ハンドシェ
イクの数。

SSLv3 handshake
failures

セッション ID を使用しているときの SSLv3 ハンドシェ
イク失敗の数。

SSLv3 failures
during data phase

セッション ID を使用しているときの SSLv3 データ交換
失敗の数。

TLSv1 handshake
failures

セッション ID を使用しているときの TLSv1 ハンドシェ
イク失敗の数。

TLSv1 failures
during data phase

セッション ID を使用しているときの TLSv1 データ交換
失敗の数。

Handshake Timeouts ハンドシェイクがタイム アウトになった回数。
total transactions
すべての SSL トランザクションの総数。
SSLv3 active
connections

SSLv3 アクティブ接続の数。

SSLv3 connections
in handshake phase

ハンドシェイク フェーズでの SSLv3 接続の数。

SSLv3 conns in
renegotiation phase

再ネゴシエーション（再ハンドシェイク）フェーズでの

SSLv3 接続の数。

SSLv3 connections
in data phase

セッションのデータ交換フェーズでの SSLv3 接続の数。

TLSv1 active
connections

TLSv1 アクティブ接続の数。

TLSv1 connections
in handshake phase

ハンドシェイク フェーズでの TLSv1 接続の数。

TLSv1 conns in
renegotiation phase
TLSv1 connections
in data phase

再ネゴシエーション（再ハンドシェイク）フェーズでの

TLSv1 接続の数。
セッションのデータ交換フェーズでの TLSv1 接続の数。

クリプト クライアントまたはサーバのアラート統計情報：

SSL alert... rcvd/sent 通常の SSL アラート メッセージが受信または送信され
た回数。
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表 6-15

show stats crypto のフィールドの説明
コマンド （続き）

フィールド

説明

クリプト クライアントまたはサーバの認証統計情報：

Total SSL client
authentications

認証済みクライアント接続の数。このフィールドは、
サーバの統計情報を表示する場合にだけ増加します。

Failed SSL client
authentications

認証に失敗したクライアント接続の数。このフィールド
は、サーバの統計情報を表示する場合にだけ増加しま
す。

SSL authentication
cache hits

認証されたクライアントが再接続され、キャッシュ エ
ントリが見つかった回数。このフィールドは、サーバの
統計情報を表示する場合にだけ増加します。

SSL static CRL
lookups

スタティックに定義された CRL に対する参照の数。

SSL best effort CRL
lookups

ベスト エフォートを使用した参照の数。

SSL CRL lookup
cache hits

キャッシュの結果が使用された CRL 参照の数。

SSL static OCSP
lookups

スタティックに設定された OCSP サーバに対する参照
の数。

SSL best effort
OCSP lookups

ベストエフォート OCSP サーバを使用している参照の
数。

SSL OCSP lookup
cache hits

キャッシュの結果が使用された参照の数。

SSL revoked
certificates

証明書失効の発生数。

Total SSL server
authentications

ACE が実行しようとしたサーバ証明書の認証の数。こ
のフィールドは、クライアントの統計情報を表示する場
合にだけ増加します。

Failed SSL server
authentications

失敗したサーバ証明書の認証の数。このフィールドは、
クライアントの統計情報を表示する場合にだけ増加しま
す。

クリプト クライアントまたはサーバの暗号化統計情報：

Cipher sslv3/tlsv1...

接続で暗号スイートが使用された回数。
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表 6-15

show stats crypto のフィールドの説明
コマンド （続き）

フィールド

説明

クリプト クライアントまたはサーバのリダイレクトの統計情報：

Redirects due to cert 証明書がまだ無効なために行われたリダイレクトの数。
not yet valid
Redirects due to cert 証明書が期限切れになったために行われたリダイレクト
expired
の数。
Redirects due to
unknown issuer cert

ACE が発行元の証明書を取得できないために行われた
リダイレクトの数。

Redirects due to cert 証明書が取り消されたために行われたリダイレクトの
revoked
数。
Redirects due to no
client cert

クライアントがクライアント証明書を送信しなかったた
めに行われたリダイレクトの数。

Redirects due to no
CRL available

CRL が使用できなかったために行われたリダイレクト
の数。

Redirects due to
expired CRL

CRL が期限切れになったために行われたリダイレクト
の数。

Redirects due to bad
cert signature

証明書に不正な署名があるために行われたリダイレクト
の数。

Redirects due to
other cert error

他のリダイレクト フィールドには適用されない証明書
エラーによって行われたリダイレクトの数。

クリプト クライアントまたはサーバのヘッダー挿入統計情報：

Session headers
extracted

ACE が正常に HTTP ヘッダー情報のビルドに追加した
SSL ネゴシエート済みのセッション パラメータの情報
が含まれる、HTTP ヘッダーの数1。

Session headers
failed

ACE が HTTP ヘッダー情報のビルドに追加できなかっ
た SSL ネゴシエート済みのセッション パラメータの情
報が含まれる、HTTP ヘッダーの数 1。

Server cert headers
extracted

ACE が正常に HTTP ヘッダー情報のビルドに追加した
SSL サーバ証明書の情報が含まれる、HTTP ヘッダーの
数 1。

Server cert headers
failed

ACE が HTTP ヘッダー情報のビルドに追加できなかっ
た SSL サーバ証明書の情報が含まれる、HTTP ヘッ
ダーの数 1。
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表 6-15

show stats crypto のフィールドの説明
コマンド （続き）

フィールド

説明

Client cert headers
extracted

ACE が正常に HTTP ヘッダー情報のビルドに追加した
SSL クライアント証明書の情報が含まれる、HTTP ヘッ

ダーの数 1。

Client cert headers
failed

ACE が HTTP ヘッダー情報のビルドに追加できなかっ
た SSL クライアント証明書の情報が含まれる、HTTP
ヘッダーの数 1。

Headers truncated

組み合わされたヘッダー情報が 512 バイトを超えたため
ACE によって切り詰められた、SSL ネゴシエート済み
のセッション パラメータ、サーバ証明書、またはクラ
イアント証明書の情報が含まれる HTTP ヘッダーの数。
1

Headers insert buffer バッファが 512 バイトの制限に達し、ヘッダー挿入を実
limit hit
行するために利用できない回数。このフィールドは、
バッファ領域の不足が原因でヘッダーのどの部分も挿入
されない場合に増加します。
1. 詳細については、「SSL HTTP ヘッダー挿入および切り捨てられたカウンタに関する情
報」の項を参照してください。

SSL HTTP ヘッダー挿入および切り捨てられたカ
ウンタに関する情報
SSL HTTP ヘッダー挿入のために ACE を設定するとき、ACE はクライアントと
の SSL ハンドシェイク時に HTTP ヘッダー情報のビルドを作成します。この情
報は、アクション リストで指定する SSL ネゴシエート済みのセッション パラ
メータ、クライアント認証パラメータ、またはサーバ証明書パラメータに基づき
ます。セッションの最初の HTTP 要求を受信すると、ACE は HTTP ヘッダー挿
入処理を実行し、HTTP ヘッダーのビルドを挿入します。
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HTTP ヘッダーのビルドを作成している間、ACE は次のカウンタを使用して、
挿入される情報の成功率を追跡します。
• 「抽出された（ヘッダー タイプ）ヘッダー」のカウンタ：ACE は、HTTP
ヘッダー挿入処理のために構築された情報に正常に追加できるヘッダーの数
だけ、対応するヘッダー タイプ カウンタ（セッション、サーバ証明書、ま
たはクライアント証明書）を増加させます。

• 「失敗した（ヘッダー タイプ）ヘッダー」のカウンタ：ACE は、HTTP ヘッ
ダー挿入処理のために構築された情報に正常に追加できないヘッダーの数だ
け、対応するヘッダー タイプ カウンタ（セッション、サーバ証明書、また
はクライアント証明書）を増加させます。ACE は、内部エラー（メモリを
割り当てられない場合など）または証明書フィールドを解析するときのエ
ラー（証明書のデータ フィールドに無効な日付が指定されている場合など）
のいずれかが発生したため、ヘッダーを挿入することができません。

• 切り詰められたヘッダー：組み合わされたヘッダー情報が 512 バイトを超え
たためヘッダーを切り詰めるたびに、ACE はこのカウンタを増加させます。

ACE では、セッションごとに 1 つのヘッダー情報のビルドのみを作成します。
これは、セッション中に ACE が受信するすべての HTTP 要求に情報を挿入する
ように ACE を設定する場合にも、同じビルドが挿入されることを意味します。
すべてのセッション HTTP 要求に同じビルドが使用されるため、カウンタはビ
ルド プロセスの間だけ増加し、ACE が HTTP ヘッダー挿入処理を実行するたび
には増加しません。HTTP ヘッダー挿入処理の成功率を追跡するカウンタについ
ては、「HTTP ヘッダー挿入の統計情報の表示」の項を参照してください。
（注）

HTTP 要求に情報を挿入するときでなく、SSL ハンドシェイクの間に ACE が
ヘッダー情報を取得する場合があります。この状況は、ACE がヘッダー情報を
取得した後、最初の GET を受け取る前に SSL ハンドシェイクが失敗した場合に
発生することがあります。このような場合、SSL カウンタは増加しますが、
HTTP カウンタは増加しません。

HTTP ヘッダー挿入の統計情報の表示
EXEC モードで show stats http コマンドを使用すると、SSL セッション情報が
含まれる HTTP ヘッダーに関連する情報を含む HTTP 統計情報を表示できます。
このコマンドの構文は次のとおりです。
show stats http
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表 6-16 に、サーバに SSL セッション情報を提供する HTTP ヘッダーに関連す
る、show stats http コマンド出力に含まれるフィールドの説明を示します。こ
のコマンドで表示されるその他のフィールドについては、『Server
Load-Balancing Guide, Cisco ACE Application Control Engine』を参照してくだ
さい。
表 6-16

show stats http コマンドのフィールドの説明

フィールド

説明

SSL headers inserted

対応するアクション リストに定義された SSL
セッション、クライアント証明書、およびサー
バ証明書の情報を含むすべての HTTP ヘッダー
を HTTP 要求に挿入して、ACE が正常に HTTP
ヘッダー挿入処理を実行した回数。

SSL header insert errors

対応するアクション リストに定義された SSL
セッション情報を含む HTTP ヘッダーを挿入で
きなかったため、ACE が HTTP ヘッダー挿入処
理を完全に失敗した回数。

SSL spoof headers deleted

ACE がクライアント接続を介して受信した
HTTP 要求から HTTP ヘッダーを削除した回数。
HTTP ヘッダーのスプーフィングを防ぐため、
ACE が挿入する必要があるヘッダーのいずれか
に一致する SSL セッション情報を含む HTTP
ヘッダーを受信した場合はすべて削除されます。

SSL および TLS の統計情報のクリア
EXEC モードで clear stats crypto コマンドを使用することで、現在のコンテキ
ストの show stats crypto コマンドによって表示される SSL および TLS の統計
情報をクリアできます。このコマンドの構文は次のとおりです。

clear stats crypto [client | server [alert | authentication | cipher |
termination]]
オプションは次のとおりです。

• client：（任意）現在のコンテキストの TLS と SSL のクライアント統計情報
をすべてクリアします。
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（任意）現在のコンテキストの TLS と SSL のサーバ統計情報をすべ
• server：
てクリアします。

• alert：（任意）バックエンド SSL アラートの統計情報をクリアします。
• authentication：（任意）バックエンド SSL 認証の統計情報をクリアします。
• cipher：（任意）バックエンド SSL 暗号化統計情報をクリアします。
• termination：（任意）バックエンド SSL 終了の統計情報をクリアします。

client または server のオプションを入力しない場合、ACE はクライアントと
サーバの両方の統計情報をクリアします。
たとえば、すべての TLS および SSL の統計情報をクリアするには、次のように
入力します。
host1/Admin# show stats crypto
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