本連載では、リモートアクセスVPNにおいて利用されている技術、すなわちIPsecやPPTP、L2TP、SSLVPNについて、それらの技術的な特徴や違いをわかりやすく解説していく。今回は、IPsecとはどのような
ものであるか、どういった機能を提供するのかを詳解する。

第2 回

馬場達也

IPsecの基本を知る

Supplement
■IETF（Internet Engineer
ing Task Force）
インターネットで利用され
る、プロトコルなどの技術
を標準化する団体。標準化
された技術仕様は、RFC
（Request For Comments）
として公開される。

IPsecはIPに
セキュリティ機能を付加する

トコルであり、IPプロトコル番号108を使用
する。IKEは、これらのプロトコルで使用す
るアルゴリズムのネゴシエーションや、鍵の

インターネットは、そのれい明期には主に研
究目的で使用されていたため、セキュリティに

セットアップを行うためのプロトコルであり、
UDPの500番ポートを使用する。

関してほとんど考えられていなかった。しか

IPsecは
暗号化や認証機能により
安全な通信路を提供する

し、インターネットがビジネスで利用されるよ
うになってきたため、1992年からIPにセキュリ
ティ機能を付加するIPsecに関する議論が標準
化組織であるIETFにおいて始まった。現在利用

IPsecがIPに対して付加するセキュリティ

されているIPsecは、1998年に公開されたRFC

機能にはさまざまなものが存在する。ここで

2401〜2411、2451で定義されているバージョ

は、トンネリング機能や暗号化機能など主だ

ン２と呼ばれているものであり、Windows

ったものを簡単に紹介しよう。

（Windows2000以降）
やFree BSDといったBSD
系OS、Linuxなどに標準で実装されているほか、

■トンネリング機能

多くのVPN（Virtual Private Network）製品に

IPsecには、
「トランスポートモード」
と
「ト

も利用されている。IPsecは、
IPv4およびIPv6の

ンネルモード」という２つのモードがある。

両方で利用でき、特にIPv6では必須の機能と

トランスポートモードは、IPパケットのIPペ

なっている。
さらに現在では、
IETFにおいて

イロード部分（IPヘッダを除いた部分）に対

IPsecのバージョン３の仕様が議論されている。

してIPsec処理をするものであり、エンド・ツ

IPsecは、AHとESPの２つのプロトコルか

ー・エンド通信のセキュリティを確保するた

らなり、広義にはIKEやIPCompもIPsecに含

めに使用される
（図１）
。これに対してトンネ

まれる
（表１）
。AHは、IPパケットの改ざんを

ルモードは、IPパケット全体に対してIPsec

防止するための機能を持つプロトコルであり、

処理を施し、それを運ぶための新たなIPヘッ

IPプロトコル番号51を使用する。ESPは、IP

ダを付加して送信するもので、これにより拠

パケットの改ざん検出に加え
て、機密性を確保するための

プロトコル名称

プロトコル番号など

RFC文書

機能を持つプロトコルであり、

AH（Authentication Header）

プロトコル番号51

RFC 2402

IPプロトコル番号50を使用す

ESP（Encapsulating Security Payload）

プロトコル番号50

RFC 2406

IPComp（IP Payload Compression Protocol）

プロトコル番号108

RFC 3173

IKE（Internet Key Exchange）

500/UDP

RFC 2409

る。
また、
IPCompは、IPパケ
ットの圧縮を行うためのプロ
130
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表１● IPsecで使用されるプロトコルの種類

点間VPNやリモートアクセ

Supplement

スVPNを構築することが可

トランスポートモードIPsec

能となる（図２）
。
■暗号化機能

ホストA

ホストB

図１● トランスポートモードではエンドツーエンド通信のセキュリティを確保する

ESPを使用した場合、IP
ペイロード部（トランスポ

(a)拠点間VPNの場合

ートモードの場合）または

トンネルモード IPsec

IPパケット全体（トンネルモ
IPsec
ゲートウェイ

ードの場合）
を、
3DESやAES
ホスト

などの共通鍵暗号を使用し

IPsec
ゲートウェイ

(b)リモートアクセスVPNの場合

て暗号化する。IPペイロー
ド全体を暗号化するため、
送

トンネルモード IPsec

信するデータのみでなく、
TCP
やUCPなどのトランスポー
ト層プロトコルのヘッダも

ホスト

IPsec
ゲートウェイ

IPsec対応リモートアクセスクライアント

サーバ

■3DES（Triple Data Enc
ryption Standard）
共通鍵暗号である「DES」
の強度を高めるために、同
暗号化方式を3重にかける
もの。
「DES」は、IBMが開
発した「Lucifer」を改良し
て作られたもので、米国の
標準暗号となった。
■AES（Advanced Encryp
tion Standard）
米国標準技術局によって定
められる、米国政府の次世
代標準暗号化方式のこと。
従来まで標準暗号であった
DESに代わるもの。
■MAC（Message Authen
tication Code）
ハッシュ関数と認証鍵を使
用して生成されるもので、
送信するメッセージに添付
される。これにより受信者
はメッセージの改ざんを検
出できる。

図２● トンネルモードはVPNを構築する場合に使用する

隠すことができ、どのプロ
トコル
（サービス）
を利用し

IPsecホスト

ているかということも第三

ルータ
広域
ネットワーク

者から隠すことができる。
■メッセージ認証機能
破棄

(discard)

AHまたはESPでは、メ

セキュリティ
ポリシー

ッセージ認証コード（MAC）
を使用して、データの完全

(bypass IPsec)

IPsecを適用しないで送信

(apply IPsec)

IPsecを適用して送信

図３● IPsecではセキュリティポリシーに従ってパケットの処理方法を決定する

性を確保する。これにより、
第三者によってデータが改ざんされても、そ
れを検知することが可能となる。
■相手認証機能

■リプレイ防御機能

IPsecでは、送信するパケットにシーケン
ス番号を付与する。これにより、悪意のある

AHまたはESPでは、メッセージ認証コー

第三者が、正規のユーザーが送信したIPsec

ドを使用することで、受信されたデータが同

パケットをコピーして再び利用する「リプレ

じ秘密鍵（認証鍵）を持つ相手から送信され

イ攻撃」からの防御が可能となっている。

たものであるかどうかを確認することができ
る。この認証鍵は、IKEによってデジタル署
名などを利用して通信相手を認証したあと、
安全にセットアップされる。
■鍵交換機能

■アクセス制御機能

IPsecでは、セキュリティポリシーにしたがっ
て、図３のようにパケットの「破棄（dis
card）」
「IPsecを適用しないで送信（ bypass
IPsec）」
「IPsecを適用して送信（apply IP

暗号化用または認証用の秘密鍵は、IKEに

sec）
」の動作を決定する。これは、ファイア

より自動的にセットアップされ、また定期的

ウォールと同等のアクセス制御機能を持って

に変更される。

いることを意味する。
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セキュリティアソシエーションと
セキュリティポリシーの
役割を知る

Supplement
■SA（Security Associati
on）
IPsecで保護されたセキュ
アな通信路。IPsecでの暗
号化や認証に必要な情報を
管理する。
■SAD（Security Associa
tion Database）
SAに関するパラメータが
収納されたデータベース。
■SPI（Security Parameter
Index）
SAを識別するための32ビ
ットのID。
■SPD（Security Policy Da
tabase）
パケットをどのように処理
するのか、あるいは、どの
ように暗号化するのかなど
の情報を格納する。

ようになる。IPsec機器では、最初に転送し
ようとするIPパケットの「送信元IPアドレ
ス」や「宛先IPアドレス」
「プロトコル」
「送

IPsecの仕組みについて説明する前に、ま

信元ポート番号」
「宛先ポート番号」などを

ず「セキュリティアソシエーション
（SA）
」と

キーとして、SPDを検索する。該当するセキ

「セキュリティポリシー」というIPsecを理解

ュリティポリシーが「discard」であればパケ

するために必要となる２つの用語について説

ットを破棄し、
「bypass IPsec」であればそ

明する。

のまま転送する。
「apply IPsec」であった場

SAは、IPsecで保護された単方向のコネク

合は、該当するSAが存在するかどうかを調

ションのことである。SAは単方向であるた

べる。該当するSAが存在した場合には、

め、行きと帰りの両方向をIPsecで保護するた

SADからそのSA情報を取り出し、パケット

めには、図４のようにAHやESPなどのセキュ

にIPsec処理を施す。もし該当するSAが存在

リティプロトコルごとに、行きと帰りで別々

しなかった場合は、IKEを使用してSAを確

のSAが必要となる。それぞれのSAでは、使

立する。

用する暗号化アルゴリズムや認証アルゴリズ
ム、
鍵、
シーケンス番号などのIPsecで使用す
るパラメータを管理しており、これらの情報
はSADと呼ばれるデータベースに格納され

ESPのトンネルモードでは
IPパケットは
どのように処理されるのか

る。SAは、IPsecが適用されたIPパケットの

それでは、ESPのトンネルモードの仕組み

「宛先IPアドレス」
、AHやESPなどの「セキ

について解説しよう。AHやトランスポート

ュリティプロトコル」
、SA確立時に受信側が

モードのESPについては、インターネット

付与する「SPI」の３つの情報によって識別

VPNでは通常使用されないので、ここでは割

される。

愛させていただく。

セキュリティポリシーは、前述した破棄、

ESPのトンネルモードでは、図５のように、

IPsecを適用しないで送信、IPsecを適用して

オリジナルのIPパケット全体にESPトレーラ

送信などのIPパケットの処理方法を記述した

が加えられたものが、SAで決められた共通

ものである。IPsecを適用する場合には、ど

鍵暗号によって暗号化される。そして、暗号

のセキュリティプロトコル（AH/ESP/IP

化されたデータの先頭に、トンネル配送用の

Comp）を適用するのか、どのアルゴリズム

新たなIPヘッダとESPヘッダが付加され、最

（暗号化アルゴリズム、認証アルゴリズム、

後にESP認証データが添付される。ESPヘッ

圧縮アルゴリズム）を適用するのかといった

ダには、SAを識別するためのSPIとシーケン

情報も記述する。このセキュリティポリシー

ス番号が格納され、ESPトレーラには、パデ

の情報は、SPDと呼ばれるデータベースに格

ィングと暗号化されたデータの先頭に位置す

納される。

るヘッダ番号（トンネルモードの場合はIPv4

SAとセキュリティポリシーの関係は次の

を示す４かIPv6を示す41となる）が含まれ
る。さらに、ESP認証データには、ESPヘッ

AH用のSA（A→B）

ダと暗号化されたデータ（オリジナルのIPパ

AH用のSA（B→A）

ケットとESPトレーラ）に対するメッセージ
認証コードが格納される。この認証データを

ESP用のSA（A→B）
ホストA

ESP用のSA（B→A）

受信側で検証することにより、データの内容
ホストB

図４● IPsecではセキュリティプロトコルごとに行きと帰りで独立した
SAを持つ
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が第三者によって改ざんされていないかどう
かを確認することが可能となる。

(a)IPsec適用前のIPパケット

また、ESPをIPCompと
あわせて使用した場合は、

IPヘッダ

IPペイロード

IPヘッダ

IPペイロード

Supplement

図６のように圧縮アルゴリ
ズムによってオリジナルの
IPパケット全体が圧縮さ

トンネル
IPヘッダ

ESP
ヘッダ

ESP
認証
データ

メッセージ認証の範囲

れ、IP CompヘッダとESP
トレーラが付加される。そ

ESP
トレーラ

(b)トンネルモードESP適用後のIPパケット
図５● トンネルモードESPを適用したパケットのフォーマット（網掛け部分は暗号化されている）

して、そのデータが共通鍵
(a)IPsec適用前のIPパケット

暗号で暗号化され、先頭に
トンネル配送用の新たなIP

IPヘッダ

IPペイロード

ESP IPComp
IPヘッダ
ヘッダ
ヘッダ

IPペイロード

ヘッダとESPヘッダが、最
後尾にESP認証データが付
加される。トンネルモード

トンネル
IPヘッダ

ESP
トレーラ

ESP
認証
データ

メッセージ認証の範囲

のIPsecを適用するとIPパ

(b)トンネルモードESP/IPComp適用後のIPパケット

ケットのサイズが大きくな

図６● トンネルモードESP/IPCompを適用したパケットのフォーマット
（網掛け部分は暗号化されている）

ってしまうという問題があ
るが、IPCompを適用することでそのサイズ

は、RSAやDSAなどが利用できる。

をある程度抑えることができる。

公開鍵暗号化認証方式
公開鍵暗号化認証方式では、乱数値を相手

認証とSAの確立を実行し
共有鍵を管理するIKE

の公開鍵を使って暗号化して送信する。そし
て、その乱数値が相手側で正しく復号された
ことを確認することで相手を認証する。公開

IKEは、セキュリティポリシーの内容を基
にしてSAを自動的に確立するためのプロト
コルである。IKEが提供する主な機能は次の
３つである。
①相手認証

鍵暗号には、RSAやElGamalが利用できる。
改良型公開鍵暗号化認証方式
改良型公開鍵暗号化認証方式は、公開鍵暗
号化認証方式の時間のかかる処理を減らし、
性能を向上させた方式である。

秘密鍵を共有する際には、相手の認証を行

実際のVPN製品では、事前共有秘密鍵認証

う必要がある。IKEでは、次の４種類の相手

方式とデジタル署名認証方式の２種類をサポ

認証方式が定められている。

ートしていることが多い。また、現在検討さ
れているIKEの次期バージョンであるIKEv2

事前共有秘密鍵認証方式
事前共有秘密鍵認証方式では、あらかじめ何
らかの方法で秘密の鍵を共有しておき、互いに
同じ鍵を持っていることを確認することで相
手を認証する。
この秘密の鍵は、
事前共有秘密
鍵（Pre-shared Key）と呼ばれる。
デジタル署名認証方式
デジタル署名認証方式では、互いに相手の

では、公開鍵暗号化認証方式と改良型公開鍵
暗号化認証方式はサポートされなくなる予定
である。
②SAのネゴシエーション

IKEでは、
IKEを開始するイニシエータ（始
動者）が複数のSAパラメータの組み合わせを
提案し、それに対して、レスポンダ（応答者）

デジタル署名を検証することによって相手を

がその中から１つの組み合わせを選択するこ

認証する。デジタル署名のアルゴリズムとして

とでSAの確立を行う。
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そして、
次のメッセージ交換
（図７中の③お

Supplement
■Diffie-Hellman鍵共有
DiffieとHellmanが1976年
に発表した鍵交換方式で、
乱数と秘密鍵から生成した
情報を利用するもの。

③共有秘密鍵の管理

よび④）では、ISAKMP SAで使用する暗号

IKEでは、Diffie-Hellman鍵共有アルゴリ

化用の鍵と認証用の鍵のセットアップを行う。

ズムを使用して、IPsecで使用する暗号化用

最後のメッセージ交換（図７中の⑤および

の秘密鍵および認証用の秘密鍵をセットアッ

⑥）では、それぞれのID（IPアドレスやホスト

プする。また、定期的に鍵を変更する。

名、ユーザ名など）
を交換し、
その認証情報を
交換することで、
相手の認証が行われる。例

IKEが行う処理の過程である
フェーズ1とフェーズ2を
具体的に見てみよう

えば、
デジタル署名認証方式を使用している場
合は、ここで公開鍵証明書と署名を交換する。
この最後のメッセージ交換では、最初のメッ

IKEには、フェーズ１とフェーズ２と呼ば

セージ交換でネゴシエーションされたアルゴ

れる２つの段階がある。フェーズ１では、IS

リズムと、２回目のメッセージ交換でセット

AKMP SA（IKE SAともいう）と呼ばれる

アップされた鍵を使用して、暗号化とメッセ

フェーズ２における交換内容を保護するため

ージ認証が施される。このため、交換される

のSAを確立する。次に、事前共有鍵（Pre-

IDの内容を第三者に知られることはない。

shared Key）やデジタル署名などを使用し

これに対して、
アグレッシブモードは、
図８

て相手を認証する。フェーズ２では、IPsec

のように３つのメッセージを使用する。アグ

で使用するIPsec SAを確立する。

レッシブモードにおいても、メインモードと

フェーズ１では、
「メインモード」と「アグ

同様にISAKMP SAを確立することは可能で

レッシブモード」の２つのモードがある。メ

あるが、ネゴシエーションできるパラメータ

インモードでは図７のように、６つのメッセ

が制限されたり、IDが保護されないといった

ージを交換する。最初のメッセージ交換（図

問題がある。なお、
次期バージョンのIKEv2

７中の①および②）では、ISAKMP SAのパ

では、
４つのメッセージでISAKMP SA（IKE

ラメータのネゴシエーションを行う。
これは、

SA）を確立するモードが検討されている。

イニシエータ（最初のIKEメッセージの送信

このフェーズ１でネゴシエーションされる

側）が、自身のセキュリティポリシーにあっ

ISAKMP SAパラメータは表２のとおりであ

た複数のパラメータのセットを優先順位をつ

る。暗号化アルゴリズムには、
AES-CBCを選

けてレスポンダ（最初のIKEメッセージの受

択することを勧めるが、実装されていなけれ

信側）に提案し、応答者がその中から自身の

ば3DES-CBCを選択しておけばよいだろう。

セキュリティポリシーにあったものを1つ選

ハッシュアルゴリズムには、
現在のところ第

択することで成立する。

１希望としてSHA-1、第２希望としてMD5を

①SAパラメータの提案

①
SAパラメータの提案
イニシエータの鍵情報
イニシエータのID

②SAパラメータの選択

イ
ニ
シ
エ
ー
タ
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③イニシエータの鍵情報
④レスポンダの鍵情報

レ
ス
ポ
ン
ダ

⑤イニシエータのID／認証情報

イ
ニ
シ
エ
ー
タ

②
SAパラメータの選択
レスポンダの鍵情報
レスポンダのID
レスポンダの認証情報

レ
ス
ポ
ン
ダ

⑥レスポンダのID／認証情報

③
イニシエータの認証情報

図７● フェーズ１のメインモードでは６つのメッセージを使用して
ISAKMP SAを確立する

図８● フェーズ１のアグレッシブモードでは３つのメッセージで
ISAKMP SAを確立する

Apr 2004

選択しておけばよい。Diffie-Hellmanグルー

パラメータ

例

プは、鍵のセットアップに使用するDiffie-

暗号化アルゴリズム

3DES-CBC、AES-CBCなど

ハッシュアルゴリズム

MD5、SHA-1など

Hellman鍵共有アルゴリズムの強度であると

相手認証方式

事前共有秘密鍵、
RSA署名、
DSS署名など

考えてよいが、グループ５
（1,536ビット）
あた

Diffie-Hellmanグループ

1024ビット、1536ビットなど

ISAKMP SAの有効期間

8 時間、12時間など

りを選択しておけばよい（ビット数が大きい

Supplement

表２● フェーズ１でネゴシエーションされるISAKMP SAパラメータ

ほど強度が高い）
。また、ISAKMP SAの有
効期間は、８時間や12時間程度を指定してお

①
SAパラメータの提案
イニシエータの鍵情報
IPsecを適用するトラフィックの種類

けば十分である。この有効期間が切れる直前
に、自動的にフェーズ１の交換が行われ、新
たなISAKMP SAが確立される。
フェーズ２は、クイックモードと呼ばれる
メッセージ交換を使用する。クイックモード

イ
ニ
シ
エ
ー
タ

②
SAパラメータの選択
レスポンダの鍵情報
IPsecを適用するトラフィックの種類

では、図９のように３つのメッセージを交換

レ
ス
ポ
ン
ダ

③
SAが確立されたことを確認

する。最初のメッセージ交換（図中の①およ
び②）
では、
IPsec SAのパラメータのネゴシエ

パラメータ

アップ、IPsecを適用するトラフィック（送信

セキュリティプロトコル

AH、 ESP、 IPComp

元IPアドレス、宛先IPアドレス、プロトコル

暗号化アルゴリズム
（ESP）

3DES-CBC、AES-CBCなど

■IKE-CFG（The ISAKMP
Configuration Method）
リモートアクセスでIKEを
利用するために拡張された
もので、主にネットワーク
情報やセキュリティポリシ
ーの管理などを行う。

例

認証アルゴリズム
（AH、
ESP） HMAC-MD5-96、
HMAC-SHA1-96など

など）の確認を行う。そして最後に、始動者か

圧縮アルゴリズム
（IPComp） DEFLATE、LZSなど

らレスポンダにSAのセットアップが完了し

Diffie-Hellmanグループ

1,024ビット、1,536ビットなど

IPsec SAの有効期間

1時間など

カプセル化モード

トンネルモード、
トランスポートモード

フェーズ２においてネゴシエーションされる

■XAUTH（Extended Auth
entication within IKE ）
IKEプロトコルを拡張した
もので、ワンタイムパスワ
ードやRADIUSを利用した
ユーザー認証を行うもの。

図９● フェーズ２では３つのメッセージでIPsec SAを確立する

ーションと、IPsec SAで使用する鍵のセット

たことを示すメッセージが送信される。この

■RADIUS（Remote Auth
entication Dial In User
Service）
米国リビングストンが開発
した、ダイヤルアップユー
ザー認証方式。RFC2138
/2139にて標準化されてい
る。ユーザー情報をデータ
ベースで管理する。

表３● フェーズ２でネゴシエーションされるIPsec SAパラメータ

IPsec SAパラメータは表３のとおりである。
VPNを構築する場合は、セキュリティプロ

が確立される。

トコルとしてESP（またはESP+IPComp）、
カプセル化モードとしてトンネルモードを選
択する。また、ESPで使用するための暗号化
アルゴリズムおよび認証アルゴリズムを選択
する（IPCompを使用する場合は圧縮アルゴ

リモートアクセスVPN構築には
IPsecの基本機能だけでは
不十分である
これまでに述べたIPsecの機能を利用する

リズムも選択する）
。暗号化アルゴリズムは、

ことで、拠点間VPNを構築することが可能で

ISAKMP SAの場合と同様にAES-CBCを選

ある。
しかし、
リモートアクセスVPNで利用す

択し、実装されていなければ3DES-CBCを選

るには、このようなIPsecの通常の機能だけで

択しておけばよいだろう。認証アルゴリズム

は難しい。通常、リモートアクセスでは、RA

は、第１希望としてHMAC-SHA1-96、第２

DIUSベースのユーザ認証が利用されるが、

希望としてHMAC-MD5-96を選択しておけば

IPsecにおいては標準ではサポートされてい

よい。Diffie-Hellmanグループは、グループ５

ない。また、接続先のネットワーク情報を取

（1,536ビット）
を選択しておこう。IPsec SA

得して設定する機能も標準ではサポートされ

の有効期間は、暗号化およびメッセージ認証

ていない。これらの機能は、XAUTHやmode-

で使用する鍵を交換する間隔であると考えて

cfg（IKE-CFG）などの標準ではない機能を利

よく、通常は１時間程度を指定しておけばよ

用することで実現することが可能となる。次

い。この有効期間が切れる直前に、自動的に

回は、これらのリモートアクセス用の機能に

フェーズ２の交換が行われ、新たなIPsec SA

ついて解説する。
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