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免責事項 

本ドキュメントに関する著作権は、フォーティネットジャパン株式会社へ帰属します。 

フォーティネットジャパン株式会社が事前に承諾している場合を除き、形態及び手段を 

問わず本ドキュメントまたはその一部を複製する事は禁じられています。 

また本内容は参考例となります。個別のセキュリティ対策に関する要件を満たすには、 

ご利用者様ごとにプランニングおよび設定の調整が必要となりますので、予めご了承 

下さい。尚、本ドキュメントの作成にあたっては最新の注意を払っておりますが、その 

記述内容は予告なしに変更される事があります。 
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1.  はじめに 

この設定ガイドは Amazon VPC を AWS Direct Connect (専用線)で接続するオンプレミス側の

FortiGate の設定について説明しています。 

 

AWS Direct Connect (専用線)を利用することで、AWS 上の VPC や S3 などのパブリック IP で提

供されているサービスに対して、シームレスな通信環境を構築することができます。FortiGate は

AWS Direct Connect との接続に必要なネットワーク要件（802.1q VLAN, BGP(MD5 認証))をサ

ポートしており、シームレスな環境に加えて、セキュアな環境を構築することができます。 

 

 

 

 

Amazon Direct Connect を使って Amazon VPC とオンプレミス側を接続するには、専用線を介し

て Direct Connect ロケーション(AWS クラウドへの物理的な接続を提供する拠点)に接続する必要

があります。Direct Connect ロケーションに自社所有の機器を設置するか、AWS パートナーの提

供する専用線や閉域網で接続する方法があります。本設定ガイドでは次の 4 パターンの設定方法に

ついて紹介しています。 

 

第 3 章  基本の構成 

第 4 章  FortiGate 冗長構成 

第 5 章  回線冗長構成 

第 6 章  パブリック仮想インターフェースの利用 
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1-1. 利用機器と OS バージョン 

FortiGate  FortiGate 500E  6.2.1 

 

1-2. 構成 

構成は各章をご参照ください。 

 

1-3. 参考資料 

本設定ガイドで紹介している設定は公式な設定ガイドに基づいています。より詳細な情報が必要な

場合は以下も合わせてご参照ください。 

 

 FortiGate / FortiOS 6.2.1 CLI Reference 

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.1/cli-reference/ 

 FortiGate / FortiOS 6.2.1 Cookbook – High Availability 

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/666376/high-availability 

 

※本設定ガイドでは全て CLI で設定します。 

 

 

(参考) AWS Direct Connect とは – ネットワーク要件や料金についてはこちらをご参照ください。 

https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html 

AWS Direct Connect パートナー 

https://aws.amazon.com/jp/directconnect/partners/ 

 

  

https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.1/cli-reference/
https://docs.fortinet.com/document/fortigate/6.2.0/cookbook/666376/high-availability
https://docs.aws.amazon.com/ja_jp/directconnect/latest/UserGuide/Welcome.html
https://aws.amazon.com/jp/directconnect/partners/
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2.  AWS Direct Connectの設定 

第 2 章では AWS Direct Connect に必要な AWS 側の設定を行います。 

 

2-1. Direct Connect ゲートウェイの作成 

AWS Direct Connect は直接 VPC と接続をすることもできますが、本設定ガイドでは Direct 

Connect ゲートウェイを作成して、将来、複数の VPC へ接続可能なように設定をします。 

 

「サービス」→「ネットワーキングとコンテンツ配信」→「Direct Connect」をクリックします。

次に「Direct Connect ゲートウェイ」をクリックします。次に「Direct Connect ゲートウェイを作

成する」をクリックします。 

 

 

 

次の通り入力して「Direct Connect ゲートウェイを作成する」をクリックします。 

 

名前：   dxgw-dx 

Amazon 側の ASN： 64512 

 

※2018 年 6 月 30 日以降は全リージョンでデフォルトの ASN は 64512 です。実環境では各プロバイダーか

ら提供される情報に従って設定してください。 
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2-2. Direct Connect ゲートウェイと VGW の関連付け 

3-1 で作成した Direct Connect ゲートウェイの ID をクリックして詳細画面を表示します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

– AWS Direct Connect setup guide – Ver1.00 

Presented by Fortinet Technical Marketing Engineer 

「ゲートウェイの関連付け」タブを開き「ゲートウェイを関連付ける」をクリックします。 

 

 

 

ゲートウェイに事前に作成した仮想プライベートゲートウェイ「vgw-dx」を選択して「ゲートウェ

イを関連付ける」をクリックします。 

※本設定ガイドでは仮想プライベートゲートウェイの作成方法については省略します。 
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状態が「associating」から「associated」へ推移します。完了するには数分かかります。 

 

 

 

2-3. 仮想インターフェースと Direct Connect ゲートウェイの関連付け 

「サービス」→「ネットワーキングとコンテンツ配信」→「Direct Connect」をクリックします。

次に「仮想インターフェイス」をクリックします。使用する仮想インターフェイスの ID をクリック

し、詳細画面を表示します。 
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「承諾する」をクリックします。 

 

 

 

「Direct Connect ゲートウェイ」を選択し、2-1 で作成した Direct Connect ゲートウェイ「dxgw-

dx」を選択して「仮想インターフェイスを承諾する」をクリックします。 
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状態が「pending」から「down」へ推移します。完了するには数分かかります。第 4 章以降で行

う BGP の設定が完了すると「available」となります。 

 

 

 

 

設定は以上です。 
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3.  基本の構成 

第 3 章では最もシンプルな構成での設定方法について紹介します。Amazon Direct Connect を利

用して、オンプレミス側から Amazon EC2 へ通信を行います。 

 

構成 

 

 

 VLANの確認 

「サービス」→「ネットワーキングとコンテンツ配信」→「Direct Connect」をクリックします。

次に「仮想インターフェイス」をクリックします。使用する仮想インターフェイスの ID をクリック

し、詳細画面を表示します。 

 

VLAN 741 
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 AS 番号と IP アドレスの確認 

同じ詳細画面下の「ピアリング」情報を確認します。 

 

BGP ASN：   自身の AS 番号    650001 

ルーターのピア IP：  FortiGate の WAN 側の IP アドレス 100.64.0.1/30 

Amazon ルーターのピア IP： FortiGate の対向ルータの IP アドレス 100.64.0.2/30 

 

※Amazon 側の AS 番号は詳細画面の「一般的な設定」に表示されます。 

 

 

 

FortiGate への設定は CLI から行います。 

 

3-1. インターフェースの設定 

AWS Direct Connect へ接続するインターフェースの設定をします。 

 

config system interface 

    edit "vif-vlan0741" 

 set type vlan      ← インターフェイスのタイプを指定 

        set vdom "root" 

        set ip 100.64.0.1 255.255.255.252    ← WAN 側の IP アドレス 

        set allowaccess ping 

        set interface "port1" 

        set vlanid 741       ← VLAN ID 

    next 

end 
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続けて、LAN 側インターフェースの設定をします。 

 

    edit "port2" 

        set vdom "root" 

        set ip 192.168.10.254 255.255.255.0   ← LAN 側の IP アドレス 

        set allowaccess ping 

    next 

 

この時点で対向ルータの IP アドレスに疎通できるか確認します。 

 

# exec ping 100.64.0.2 

 

 

3-2. BGP ピアの設定 

 

config router bgp 

    set as 650001       ← 自身の AS 番号 

    set keepalive-timer 10     ← keepalive/holdtime を短縮して 

    set holdtime-timer 30       ネイバーダウンを高速に検知 

config neighbor 

        edit "100.64.0.2"      ← 対向ルータの IP アドレス 

            set remote-as 64512     ← 対向ルータの AS 番号 

            set password XXXXX     ← BGP パスワード 

        next 

    end 

    config network 

        edit 1 

            set prefix 192.168.10.0 255.255.255.0  ← eBGP で広告するルート 

        next 

    end 

 

※BGP パスワードは各プロバイダーから提供される情報をもとに設定してください。 
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この時点で BGP ピアの状態を確認します。BGP state が Established になっていれば正常です。 

 

# get router info bgp neighbors 

BGP neighbor is 100.64.0.2, remote AS 64512, local AS 650001, external link 

  BGP version 4, remote router ID 103.246.151.102 

  BGP state = Established, up for 00:00:47 

  Last read 00:00:09, hold time is 30, keepalive interval is 10 seconds 

  Configured hold time is 30, keepalive interval is 10 seconds 

  Neighbor capabilities: 

    Route refresh: advertised and received (old and new) 

    Address family IPv4 Unicast: advertised and received 

    Address family IPv6 Unicast: advertised 

  Received 8 messages, 0 notifications, 0 in queue 

  Sent 7 messages, 0 notifications, 0 in queue 

  Route refresh request: received 0, sent 0 

  Minimum time between advertisement runs is 30 seconds 

 

BGP の受信ルートを確認します。AWS VPC へのルートを受信していれば OK です。 

 

# get router info bgp neighbors 100.64.0.2 routes 

BGP table version is 1, local router ID is 192.168.1.51 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, 

              S Stale 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 

 

   Network          Next Hop            Metric LocPrf Weight RouteTag Path 

*> 172.16.0.0       100.64.0.2               0             0        0 64512 i <-/1> 

 

Total number of prefixes 1 
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ルーティングテーブルを確認します。 

 

# get router info routing-table all  

 

Routing table for VRF=0 

Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP 

       O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

       * - candidate default 

 

C       100.64.0.0/30 is directly connected, vif-vlan0741 

B       172.16.0.0/16 [20/0] via 100.64.0.2, vif-vlan0741, 00:03:47 

C       192.168.1.0/24 is directly connected, mgmt 

C       192.168.10.0/24 is directly connected, port2 

 

3-3. ファイアウォールの設定 

オンプレミス側から AWS VPC への通信を許可するポリシーを作成します。 

 

config firewall policy 

    edit 1        

        set srcintf "port2"     ← 送信元インターフェイス 

        set dstintf "vif-vlan0741"    ← 宛先インターフェイス 

        set srcaddr "all"     ← 送信元 IP アドレス 

        set dstaddr "all"     ← 宛先 IP アドレス 

        set action accept     ← アクション(通信を許可) 

        set schedule "always"     ← スケジュール 

        set service "ALL"     ← サービス 

        set logtraffic all     ← ロギングオプション 

    next 
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※本設定ガイドでは宛先 IP アドレス、送信元 IP アドレス、サービスをすべて ALL で設定していますが、実

環境では社内ポリシーに合わせて適切に設定してください。また、必要に応じてセキュリティ機能を有効にし

てください。 

 

3-4. 疎通の確認 

確認用 PC でコマンドプロンプトを開き、Amazon EC2(172.16.0.100)へ ping します。 

 

> ping 172.16.0.100 

 

また、Amazon EC2 から確認用 PC(192.168.10.100)へ ping します。 

 

$ ping 192.168.10.100 

 

 

設定は以上です。 
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4.  FortiGate 冗長構成 

第 5 章では FortiGate を FGCP(FortiGate Cluster Protocol)による冗長構成(Active/Passive)に設

定します。FGCP による冗長構成では TCP/UDP/ICMP/IPSec/NAT を含めた IPv4/IPv6 トラフィッ

クのセッションフェイルオーバーが可能です。 

 

構成 

 
 

※VLAN ID や対向ルータの AS 番号/IP アドレスは第 3 章と同様に確認してください。 

 

4-1. HA の設定 

FortiGate-Active の設定をします。 

 

config system ha 

    set group-id 10 

    set group-name "FortiGate-500E-HA"   ← HA のグループ名 

    set mode a-p      ← HA のモード(Active/Passive) 

    set password XXXXX     ← HA のパスワード 

    set hbdev "port3" 100 "port4" 50    ← ハートビートインターフェース 

    set session-pickup enable     ← FGCP有効 

    set session-pickup-connectionless enable   ← UDP/ICMPセッション同期 

    set priority 200      ← デバイスのプライオリティ 

    set monitor "port1" "port2"    ← モニターインターフェース  

end 

※デバイスのプライオリティが大きい値が Active になります。 
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続けて、FortiGate-Passive の設定をします。 

 

config system ha 

    set group-id 10 

    set group-name "FortiGate-500E-HA"   ← HA のグループ名 

    set mode a-p      ← HA のモード(Active/Passive) 

    set password XXXXX     ← HA のパスワード 

    set hbdev "port3" 100 "port4" 50    ← ハートビートインターフェース 

    set session-pickup enable     ← FGCP有効 

    set session-pickup-connectionless enable   ← UDP/ICMPセッション同期 

    set priority 100      ← デバイスのプライオリティ 

    set monitor "port1" "port2"     ← モニターインターフェース 

end 

 

この時点で HA のステータスの確認をします。FG5H0E5818903059(FortiGate-Active)がマスタ

ーであることがわかります。 

 

# get system ha status 

HA Health Status: OK 

Model: FortiGate-500E 

Mode: HA A-P 

Group: 10 

Debug: 0 

Cluster Uptime: 0 days 0:36:47 

Cluster state change time: 2019-09-25 15:54:42 

Master selected using: 

    <2019/09/25 15:54:42> FG5H0E5818903059 is selected as the master because 

it has the largest value of override priority. 

ses_pickup: enable, ses_pickup_delay=disable 

override: disable 
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4-2. インターフェースの設定 

設定は 3-1 を参照してください。 

 

4-3. BGP ピアの設定 

第 4 章の構成では BGP の設定にグレースフルリスタート(graceful restart)の設定をしています。

この設定を行うと、冗長構成に設定している FortiGate(Active)に障害が発生しても、障害発生前の

フォワーディングテーブルに基づいてパケット転送処理を行うので、フェイルオーバー時のダウン

タイムを短くすることができます。 

 

config router bgp 

    set as 650001       ← 自身の AS 番号 

    set keepalive-timer 10 

    set holdtime-timer 30 

    set graceful-restart enable     ← グレースフルリスタートを有効 

    config neighbor 

        edit "100.64.0.2"     ← 対向ルータの IP アドレス 

            set remote-as 64512    ← 対向ルータの AS 番号 

            set password XXXX    ← BGP パスワード 

        next 

    end 

    config network 

        edit 1 

            set prefix 192.168.10.0 255.255.255.0  ← eBGP で広告するルート 

        next 

    end 

 

※BGP パスワードは各プロバイダーから提供される情報をもとに設定してください。 
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この時点で BGP ピアの状態を確認します。BGP state が Established になっていれば正常です。 

 

# get router inforou bgp neighbors  

BGP neighbor is 100.64.0.2, remote AS 64512, local AS 650001, external link 

  BGP version 4, remote router ID 103.246.151.102 

  BGP state = Established, up for 00:00:25 

  Last read 00:00:06, hold time is 30, keepalive interval is 10 seconds 

  Configured hold time is 30, keepalive interval is 10 seconds 

 

ルーティングテーブルを確認します。 

 

# get router info routing-table all  

 

Routing table for VRF=0 

Codes: K - kernel, C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP 

       O - OSPF, IA - OSPF inter area 

       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 

       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2 

       i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area 

       * - candidate default 

 

C       100.64.0.0/30 is directly connected, vif-vlan0741 

B       172.16.0.0/16 [20/0] via 100.64.0.2, vif-vlan0741, 00:00:01 

C       192.168.1.0/24 is directly connected, mgmt 

C       192.168.10.0/24 is directly connected, port2 

 

4-4. ファイアウォールの設定 

設定は 3-2 を参照してください。 

 

4-5. 疎通の確認 

3-4 と同様に疎通の確認をしてください。 
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4-6. フェイルオーバー 

FortiGate-Active の AWS 側のケーブルを抜線しフェイルオーバーさせます。 

 

フェイルオーバー時の 

SSH セッションは、 切れない （FGCP が有効のため） 

ダウンタイムは、 約 2 秒  （グレースフルリスタートが有効のため） 

 

ExPing の Ping 結果から読み取ることができます。 

結果 日時 対象 ＩＰアドレス ステータス 

ＯＫ 18:09:30 172.16.0.100 172.16.0.100 Time:     4ms 

ＯＫ 18:09:30 172.16.0.100 172.16.0.100 Time:     4ms 

ＯＫ 18:09:30 172.16.0.100 172.16.0.100 Time:     4ms 

ＮＧ 18:09:31 172.16.0.100  Request timed out 

ＮＧ 18:09:32 172.16.0.100  Request timed out 

ＯＫ 18:09:32 172.16.0.100 172.16.0.100 Time:     4ms 

ＯＫ 18:09:32 172.16.0.100 172.16.0.100 Time:     4ms 

ＯＫ 18:09:32 172.16.0.100 172.16.0.100 Time:     4ms 

ＯＫ 18:09:32 172.16.0.100 172.16.0.100 Time:     4ms 

 

※ダウンタイムは ExPing で実行間隔 100 ミリ秒で Ping をして計測しています。設定や測定環境により異な

るので参考値としてください。 

※スイッチでスパニングツリーの再計算が発生しないように STP は無効にしています。 
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5.  回線冗長構成 

第 6 章では Amazon Direct Connect 回線を冗長化します。BGP のパスが複数ある場合、非対称ル

ートにならないように設計をする必要があります。FortiGate はステートフルインスペクションファ

イアウォールなので、通信の状態（ステート）を監視/記憶し、適切にトラフィックを許可/拒否する

という性質上、非対称ルートになるトラフィックは不正なパケットとみなし破棄します。非対称ル

ートを有効にすることもできますが、有効にした場合はステートフルな検査(アンチウイルスやUTM

機能)のセッションを引き継ぐことはできないので注意が必要です。 

 

また、本設定ガイドでは次の機能を利用して経路制御や障害時のフェイルオーバーに備えた設定を

しています。 

 

 BGP パス属性 

経路制御(Active/Standby)を行う場合に、AWS 側のルータから受信するルートに LP(Local 

Preference)を付与し、AWS 側へ送信するルートに AS-PATH Prepend を付与して制御します。

高い LP 値を持つパスが優先され、Prepend がを追加することで AS パスを長く見せることがで

きます。 

 

 FGSP (FortiGate Session Life Support Protocol) 

FGSP を使用すると、外部のロードバランサーやルータを使って、FortiGate 間のセッションを

分散することができます。複数の FortiGate で同じセッションテーブルを保持するのでフェイ

ルオーバー時もセッションを維持しながら通信を継続することが可能です。 

 

  BFD (Bidirectional Forwarding Detection) 

BGP で障害が発生した経路を検出、通知します。 

 

FGSP のあり/なし、AWS Direct Connect ロケーションに FortiGate を設置した場合を想定した設

定方法を紹介していますので導入時の参考にしてください。 
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5-1. eBGP+OSPF(FGSP なし) 

 

 

 

FGSP 設定のない構成ではフェイルオーバー時はセッションが切れます。 

 

 

5-2. eBGP+OSPF(FGSP あり) 

 

 

 

FGSP 設定のある構成ではセッションテーブルを同期しているので、フェイルオーバー時のセッシ

ョンは切れません。FGSP の設定は 31 ページで紹介しています。 
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共通の設定 

 

インターフェースの設定 

 

FortiGate-Active の設定    FortiGate-Standby の設定 

config system interface 

    edit "port2" 

        set vdom "root" 

        set ip 192.168.51.254/24 

        set allowaccess ping 

    next 

edit "dx-vif" 

set type vlan 

        set vdom "root" 

        set ip 100.64.0.1 255.255.255.252 

        set allowaccess ping 

        set bfd enable  ← BFD 有効 

        set interface "port1" 

        set vlanid 741 

    next 

    edit "loopback" 

        set vdom "root" 

        set ip 10.0.0.255 255.255.255.255 

        set allowaccess ping 

        set type loopback 

    next 

 

config system interface 

    edit "port2" 

        set vdom "root" 

        set ip 192.168.52.254/24 

        set allowaccess ping 

    next 

    edit "dx-vif" 

set type vlan 

        set vdom "root" 

        set ip 100.64.0.13 255.255.255.252 

        set allowaccess ping 

        set bfd enable  ← BFD 有効 

        set interface "port1" 

        set vlanid 744 

    next 

    edit "loopback" 

        set vdom "root" 

        set ip 10.0.0.254 255.255.255.255 

        set allowaccess ping 

        set type loopback 

    next 
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OSPF の設定 

 

FortiGate-Active の設定    FortiGate-Standby の設定 

config router ospf 

    set router-id 1.1.1.1 

    config area 

        edit 0.0.0.0 

        next 

    end 

    config ospf-interface 

        edit "dx" 

            set interface "loopback" 

        next 

    end 

    config network 

        edit 1 

            set prefix 192.168.51.0/24 

        next 

        edit 2 

            set prefix 10.0.0.255/32 

        next 

    end 

    config redistribute "bgp" 

        set status enable 

    end 

end 

 

config router ospf 

    set router-id 1.1.1.2 

    config area 

        edit 0.0.0.0 

        next 

    end 

    config ospf-interface 

        edit "dx" 

            set interface "loopback" 

        next 

    end 

    config network 

        edit 1 

            set prefix 192.168.52.0/24 

        next 

        edit 2 

            set prefix 10.0.0.254/32 

        next 

    end 

    config redistribute "bgp" 

        set status enable 

        set metric 100 

    end 

end 

 

※FortiGate-Active 側の経路を優先するために FortiGate-Standby でメトリックを 100 に設定しています。 
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BGP ピアの設定 

 

FortiGate-Active の設定 

 

config router route-map 

    edit "ROUTE-IN" 

        config rule 

            edit 1 

                set set-local-preference 200  ← LP を 200 に設定 

            next 

        end 

 

config router bgp 

    set as 650001 

    set keepalive-timer 10 

    set holdtime-timer 30 

    config neighbor 

        edit "100.64.0.2" 

            set bfd enable    ← BFD を有効 

            set remote-as 64512 

            set route-map-in "ROUTE-IN"  ← 受信ルートを制御 

            set password XXXXX 

        next 

    end 

    config network 

        edit 1 

            set prefix 192.168.10.0 255.255.255.0 ← BGP で広告するルート 

        next 

    end 

    config redistribute "ospf" 

        set status enable    ← OSPF で再配送を有効 

    end 

 



28 

 

– AWS Direct Connect setup guide – Ver1.00 

Presented by Fortinet Technical Marketing Engineer 

FortiGate-Standby の設定 

 

config router aspath-list     ← 対向ルータの AS 番号の正規表現 

    edit "1"         を定義 

        config rule 

            edit 1 

                set action permit 

                set regexp "^64512$" 

            next 

 

config router prefix-list     ← オンプレ側から広告するネットワ― 

    edit "1"        クの定義 

        config rule 

            edit 1 

                set prefix 192.168.10.0 255.255.255.0 

            next 

            edit 2 

                set prefix 10.0.0.254 255.255.255.255 

 

config router route-map 

    edit "ROUTE-OUT"     ← eBGP の送信用のルートフィルタ設定 

        config rule 

            edit 1 

                set match-ip-address "1" 

                set set-aspath "650001 650001"  ← AS PATH Prepend 

            next 

    edit "ROUTE-IN"     ← eBGP の受信ルートフィルタ設定 

        config rule 

            edit 1 

                set match-as-path "1" 

                set set-local-preference 100  ← LP を 100 に設定 

            next 

 

※設定は次のページに続きます。 
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FortiGate-Standby の設定続き 

 

config router bgp 

    set as 650001 

    set keepalive-timer 10 

    set holdtime-timer 30 

    config neighbor 

        edit "100.64.0.14" 

            set bfd enable    ← BFD を有効 

            set remote-as 64512 

            set route-map-in "ROUTE-IN"  ← 受信ルートを制御 

            set route-map-out "ROUTE-OUT"  ← 送信ルートを制御 

            set password XXXXX 

        next 

    end 

    config network 

        edit 1 

            set prefix 192.168.10.0 255.255.255.0 ← BGP で広告するルート 

        next 

    end 

    config redistribute "ospf"    ← OPSF へ再配送を有効 

        set status enable 

    end 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

– AWS Direct Connect setup guide – Ver1.00 

Presented by Fortinet Technical Marketing Engineer 

ファイアウォールの設定 

 

FortiGate-Active/Standby で共通 

 

config firewall policy 

    edit 1      ← オンプレ側から AWS への通信を許可 

        set name "outbound"      するポリシー 

        set srcintf "port2" 

        set dstintf "dx-vif" 

        set srcaddr "all" 

        set dstaddr "all" 

        set action accept 

        set schedule "always" 

        set service "ALL" 

        set logtraffic all 

    next 

edit 2      ← Port2 から Loopback へ通信を許可 

        set name "loopback"      するポリシー 

        set srcintf "port2" 

        set dstintf "loopback" 

        set srcaddr "all" 

        set dstaddr "all" 

        set action accept 

        set schedule "always" 

        set service "ALL" 

    next 

end 
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FGSP の設定 

 

インターフェイスの設定 

FortiGate-Active の設定    FortiGate-Standby の設定 

config system interface 

    edit "port5" 

        set vdom "root" 

        set ip 169.254.50.1/24 

        set allowaccess ping 

config system interface 

    edit "port5" 

        set vdom "root" 

        set ip 169.254.50.2/24 

        set allowaccess ping 

 

FGSP HA cluster-sync の設定 

このコマンドはセッション同期をするクラスターを定義します。”config system ha”を使用して同

期するセッションタイプを定義できます。 

 

FortiGate-Active の設定    FortiGate-Standby の設定 

config system cluster-sync 

    edit 5 

        set peerip 169.254.50.2 

        set syncvd "root" 

 set peervd "root" 

    next 

end 

config system cluster-sync 

    edit 5 

        set peerip 169.254.50.1 

        set syncvd "root" 

 set peervd "root" 

    next 

end 

 

TCP/SCTP セッション同期の設定 

このコマンドは TCP と SCTP セッションを同期します。 

 

FortiGate-Active の設定    FortiGate-Standby の設定 

config system ha 

    set hbdev "port5" 50  

    set session-pickup enable 

    set session-pickup-connectionless enable 

    set priority 200 

config system ha 

    set hbdev "port5" 50  

    set session-pickup enable 

    set session-pickup-connectionless enable 

    set priority 100 
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5-3. eBGP+iBGP(FGSP あり) 

 

 

このパターンでは AWS Direct Connect ロケーションに自社所有の機器(FortiGate)を設置し、AWS 

Direct Connect ロケーションからオフィスまで BGP で接続する場合の設定方法を紹介します。 

 

インターフェイスの設定 

FortiGate-Active の設定    FortiGate-Standby の設定 

config system interface 

    edit "dx-vif" 

 set type vlan 

        set vdom "root" 

        set ip 100.64.0.1 255.255.255.252 

        set allowaccess ping 

        set bfd enable 

        set interface "port1" 

        set vlanid 741 

    next 

    edit "port2" 

        set vdom "root" 

        set ip 192.168.51.254/24 

        set allowaccess ping 

        set bfd enable 

    next 

config system interface 

    edit "dx-vif" 

 set type vlan 

        set vdom "root" 

        set ip 100.64.0.13 255.255.255.252 

        set allowaccess ping 

        set bfd enable 

        set interface "port1" 

        set vlanid 744 

    next 

    edit "port2" 

        set vdom "root" 

        set ip 192.168.52.254/24 

        set allowaccess ping 

        set bfd enable 

    next 
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インターフェイスの設定続き 

 

FortiGate-Active の設定    FortiGate-Standby の設定 

    edit "port5" 

        set vdom "root" 

        set ip 169.254.50.1 255.255.255.0 

        set allowaccess ping 

    edit "port5" 

        set vdom "root" 

        set ip 169.254.50.2 255.255.255.0 

        set allowaccess ping 

 

BGP ピアの設定 

 

FortiGate-Active の設定 

 

config router route-map 

    edit "ROUTE-IN" 

        config rule 

            edit 1 

                set set-local-preference 200  ← LP を 200 に設定 

            next 

 end 

config router bgp 

    set as 650001 

    set keepalive-timer 10 

    set holdtime-timer 30 

    config neighbor 

        edit "100.64.0.2" 

            set bfd enable    ← BFD を有効 

            set remote-as 64512 

            set route-map-in "ROUTE-IN"  ← 受信するルートを制御 

            set password XXXX 

        next 

 

 

※設定は次のページに続きます。 
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        edit "192.168.51.1"    ← iBGP の設定 

            set bfd enable 

            set next-hop-self enable   ← Next-hop-self を設定 

            set remote-as 650001 

            set password XXXXX 

        next 

    end 

 

FortiGate-Standby の設定 

 

config router aspath-list     ← 対向ルータの AS 番号の正規表現 

    edit "1"         を定義 

        config rule 

            edit 1 

                set action permit 

                set regexp "^64512$" 

            next 

config router prefix-list     ← オンプレ側から広告するネットワ― 

    edit "1"        クの定義 

        config rule 

            edit 1 

                set prefix 192.168.10.0 255.255.255.0 

            next 

config router route-map 

    edit "ROUTE-OUT"     ← eBGP の送信用のルートフィルタ設定 

        config rule 

            edit 1 

                set match-ip-address "1" 

                set set-aspath "650001 650001"  ← AS PATH Prepend 

            next 

 

 

※設定は次のページに続きます。 



35 

 

– AWS Direct Connect setup guide – Ver1.00 

Presented by Fortinet Technical Marketing Engineer 

    edit "ROUTE-IN"     ← eBGP の受信ルートフィルタ設定 

        config rule 

            edit 1 

                set match-as-path "1" 

                set set-local-preference 100  ← LP を 100 に設定 

            next 

config router bgp 

    set as 650001 

    set keepalive-timer 10 

    set holdtime-timer 30 

    config neighbor 

        edit "100.64.0.14" 

            set bfd enable    ← BFD を有効 

            set remote-as 64512 

            set route-map-in "ROUTE-IN"  ← 受信ルートを制御 

            set route-map-out "ROUTE-OUT"  ← 送信ルートを制御 

            set password XXXXXX 

        next 

        edit "192.168.52.1"    ← iBGP の設定 

            set bfd enable 

            set next-hop-self enable   ← Next-hop-self を設定 

            set remote-as 650001 

            set password XXXXX 

        next 

    end 

 

※Next-hop-self の設定がないと、オンプレミス側のルータはネクストホップとなる AWS 側の IP アドレス

(100.64.0.2/100.64.0.14)に到達することができず、AWS VPC のネットワーク(172.16.0.0/16)を無効ル

ートとみなすので通信することができません。Next-hop-self の設定をすることで、ネイバー(オンプレミス

側のルータ)に自分(FortiGate)がネクストホップになると宣言することでこの問題を回避することができま

す。 
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ファイアウォールの設定 

 

FortiGate-Active/Standby で共通 

 

config firewall policy 

    edit 1 

        set name "outbound" 

        set srcintf "port2" 

        set dstintf "dx-vif" 

        set srcaddr "all" 

        set dstaddr "all" 

        set action accept 

        set schedule "always" 

        set service "ALL" 

        set logtraffic all 

    next 

 

 

設定は以上です。 

 

 

※AWS Direct Connect のバックアップ回線として、AWS VPN 接続を使用することもできます。その場合、

AWS Direct Connect のパスは AWS VPN 接続より優先されます。 

 

(参考)AWS Direct Connect のよくある質問 

https://aws.amazon.com/jp/directconnect/faqs/ 

 

 

  

https://aws.amazon.com/jp/directconnect/faqs/
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6.  パブリック仮想インターフェイスの利用 

第 3 章から第 5 章ではプライベート仮想インターフェイスを利用しました。第 6 章ではパブリック

仮想インターフェイスを利用し、BGP で受信するルート数とその際の FortiGate のメモリ利用率に

ついて確認をします。 

 

構成 

 

 

※VLAN ID や対向ルータの AS 番号/IP アドレスは第 3 章と同様に確認してください。 

 

6-1. インターフェースの設定 

設定は 3-1 を参照してください。 

 

6-2. BGP ピアの設定 

設定は 3-2 を参照してください。 

この時点で BGP ピアの状態を確認します。BGP state が Established になっていれば正常です。 

 

# get router info bgp neighbors  

BGP neighbor is 54.239.254.27, remote AS 7224, local AS 65001, external link 

  BGP version 4, remote router ID 103.246.151.102 

  BGP state = Established, up for 00:09:26 

  Last read 00:00:07, hold time is 30, keepalive interval is 10 seconds 

  Configured hold time is 30, keepalive interval is 10 seconds 

  Neighbor capabilities: 

    Route refresh: advertised and received (old and new) 
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BGP の受信ルートの確認をします。パブリック仮想インスタンスを利用すると、FortiGate は AWS

側の対向ルータから BGP で約 3000 ルートを学習します。 

 

# get router info bgp neighbors 54.239.254.27 routes 

BGP table version is 2, local router ID is 192.168.1.51 

Status codes: s suppressed, d damped, h history, * valid, > best, i - internal, 

              S Stale 

Origin codes: i - IGP, e - EGP, ? - incomplete 

 

   Network          Next Hop          Metric LocPrf Weight RouteTag Path 

*> 3.0.0.0/15       54.239.254.27         10             0        0 7224 7224 16509 i <-/1> 

<snip> 

*> 216.238.189.0    54.239.254.27        10             0        0 7224 7224 16509 i <-/1> 

 

Total number of prefixes 3199 

※2019.09.27 時点でのルート数です。 

 

次に、メモリ使用率を確認します。 “get sys performance status”で FortiGate 500E 全体のメモ

リ使用率を確認することができます。約 16％使用していることが分かります。 

 

# get sys performance status  

CPU states: 0% user 0% system 0% nice 100% idle 0% iowait 0% irq 0% softirq 

CPU0 states: 0% user 0% system 0% nice 100% idle 0% iowait 0% irq 0% softirq 

CPU1 states: 0% user 0% system 0% nice 100% idle 0% iowait 0% irq 0% softirq 

CPU2 states: 0% user 0% system 0% nice 100% idle 0% iowait 0% irq 0% softirq 

CPU3 states: 0% user 0% system 0% nice 100% idle 0% iowait 0% irq 0% softirq 

CPU4 states: 0% user 0% system 0% nice 100% idle 0% iowait 0% irq 0% softirq 

CPU5 states: 0% user 0% system 0% nice 100% idle 0% iowait 0% irq 0% softirq 

CPU6 states: 0% user 0% system 0% nice 100% idle 0% iowait 0% irq 0% softirq 

CPU7 states: 0% user 0% system 0% nice 100% idle 0% iowait 0% irq 0% softirq 

Memory: 16433368k total, 2605820k used (15.9%), 13694092k free (83.3%), 

133456k freeable (0.8%) 
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また、”get router info bgp memory”で BGP のメモリ使用量を確認することができます。約 2MB

使用していることがわかります。 

 

# get router info bgp memory  

==================== XMEM ALLOCATOR INFO 

======================= 

(1) 0x7fe323519ed0:    4        1426       65536       1   0 

(2) 0x7fe323519e20:    8       24628       65536       1   0 

<snip> 

bgp proto specifc allocations :      1676579 B 

bgp generic allocations       :       559261 B 

bgp total allocations         :      2235840 B 

 

6-3. ファイアウォールの設定 

パブリック仮想インターフェースを利用する場合は、AWS から提供される/31 のグローバル IP に

NAT する必要があるため、ポリシー設定にて NAT を有効にします。 

 

config firewall policy 

    edit 1    

        set name "nat"  

        set srcintf "port2"     ← 送信元インターフェイス 

        set dstintf "dx-vif-public"    ← 宛先インターフェイス 

        set srcaddr "all"     ← 送信元 IP アドレス 

        set dstaddr "all"     ← 宛先 IP アドレス 

        set action accept     ← アクション(通信を許可) 

        set schedule "always"     ← スケジュール 

        set service "ALL"     ← サービス 

        set logtraffic all     ← ロギングオプション 

        set nat enable      ← NAT を有効 

    next 

 

設定は以上です。 
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