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IPsec を設定するにあたり、記載のパラメータで ISAKMP SA を確⽴するもの
とする。

Step1 で isakmp policy を定義し、各パラメータを定義していく。
また、 preshared-key は step2 で peer のアドレスと共に指定する。
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IPsec を設定するにあたり、 記載のパラメータで IPsec SA を確⽴するものと
する。
まずは transform-set を定義する。今回は 「AES-SHA」 という名前を指定
し、暗号化アルゴリズム、ハッシュアルゴリズム、カプセル化モードを定義
する。

続いて、 IPsec の対象とするトラフィックを ACL で指定する。
今回は GRE over IPsec とするため、 GRE でカプセル化された後のトラ
フィックが IPsec の対象となる。

続いて、 IPsec SA の Life time / duration を定義する。
その後、 crypto map を定義し、対向 VPN 装置と適⽤する transform-set 、
ACL の紐付けを⾏う。

5



最後に定義した crypto map を 物理 I/F に適⽤する。
ここでは、 GRE packet が送信される Internet 向けの I/F に適⽤している。

crypto map を⽤いる場合、 IPsec の対象となる通信が発⽣すると ISAKMP 
SA と IPsec SA の確⽴が⾏われる。
そのため、 PC1 から PC2 に ping を実⾏する。

すると、 ping をトリガーとして ISAKMP SA と IPsec SA が確⽴し、 ping に
よる通信は暗号化される。

まずは確⽴した ISAKMP SA を show command で確認する。
VPN-RT1 と VPN-RT2 で ISAKMP SA が確⽴していることがわかる。
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続いて、 IPsec SA を確認する。
VPN-RT1 から⾒ると、 ”100.1.2.2 (VPN-RT2)” に対して peer が設定されて
おり、 inbound esp と outbound esp の 2つの SA が確⽴されていることがわ
かる。

また、 ping の実⾏例から 「.!!!!」 と4発が通信に成功しており、 #pkt 
encaps , decaps などが4つ count up している。

そして、今回は ESP のみを使⽤しているが、 ESP と AH の両⽅を使⽤する
場合は inbound ah と outbound ah も表⽰され、4つの SA が確⽴されること
となる。
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VPN-RT2 でも同様に確認が可能。
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crypto map ではなく ipsec profile を⽤いる場合、 ISAKMP SA に関しては設
定差分なし。
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IPsec SA に関する設定を⾏う際、 ipsec profile を⽤いる場合は ACL が不要
となる。
また、ipsec profile では crypto map と異なり transform-set の紐付けのみ⾏
う。
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最後に定義した ipsec profile を Tunnel I/F に適⽤する。
ここでは、GRE Tunnel の I/F に適⽤している。

また、 ipsec profile では profile を tunnel I/F に適⽤した時点で ISAKMP 
SA , IPSEC SA が確⽴される。

まずは確⽴した ISAKMP SA を show command で確認する。
VPN-RT1 と VPN-RT2 で ISAKMP SA が確⽴していることがわかる。

※ipsec profile を適⽤することで各 IPsec 装置から ISAKMP SA が開始され
るため、 IPsec SA が2本確⽴されている。
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続いて、 IPsec SA を確認する。
VPN-RT1 から⾒ると、 ”100.1.2.2 (VPN-RT2)” に対して peer が設定されて
おり、 inbound esp と outbound esp の SA が確⽴されていることがわか
る。

※ISAKMP SA と同じ理由で、 SA は in/out で2つずつ⽣成されている。
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続いて、 IPsec SA を確認する。
VPN-RT1 から⾒ると、 ”100.1.2.2 (VPN-RT2)” に対して peer が設定されて
おり、 inbound esp と outbound esp の SA が確⽴されていることがわかる。
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GRE を使⽤せずに、 Tunnel mode を IPsec とすることでも IPsec VPN を構
築することが可能となる。
この場合も、 ISAKMP SA に関する設定は差異がない。
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VTI over IPsec の場合、 GRE は使⽤せずに IPsec として IP header を付与す
る。
そのため、 tunnel mode は transport ではなく tunnel を指定する。
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VTI over IPsec では、 Tunnel mode を 「ipsec ipv4」 とし、 ipsec profile 
を適⽤する。
また、 ipsec profile では profile を tunnel I/F に適⽤した時点で ISAKMP 
SA , IPSEC SA が確⽴される。

まずは確⽴した ISAKMP SA を show command で確認する。
VPN-RT1 と VPN-RT2 で ISAKMP SA が確⽴していることがわかる。

※ipsec profile を適⽤することで各 IPsec 装置から ISAKMP SA が開始され
るため、 IPsec SA が2本確⽴されている。
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続いて、 IPsec SA を確認する。
VPN-RT1 から⾒ると、 ”100.1.2.2 (VPN-RT2)” に対して peer が設定されて
おり、 inbound esp と outbound esp の 2つの SA が確⽴されていることがわ
かる。
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