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はじめに

この文書に互いからの接続を許可するためにバージョン 6.5.1 を実行する Cisco VPN 3000 コン
セントレータおよびネットワークアソシエイト PGP クライアントを両方設定する方法を記述さ
れています。

前提条件

要件

このドキュメントに関しては個別の要件はありません。

使用するコンポーネント

このドキュメントの情報は、次のソフトウェアとハードウェアのバージョンに基づくものです。

Cisco VPN 3000 コンセントレータ バージョン 4.7●

ネットワーク仲間 PGP クライアントバージョン 6.5.1●

本書の情報は、特定のラボ環境にあるデバイスに基づいて作成されたものです。 このドキュメン
トで使用するすべてのデバイスは、初期（デフォルト）設定の状態から起動しています。 稼働中
のネットワークで作業を行う場合、コマンドの影響について十分に理解したうえで作業してくだ
さい。

表記法

ドキュメント表記の詳細は、『シスコ テクニカル ティップスの表記法』を参照してください。

//www.cisco.com/en/US/tech/tk801/tk36/technologies_tech_note09186a0080121ac5.shtml


ネットワークアソシエイト PGP クライアントを Cisco VPN
3000 コンセントレータに接続するために設定して下さい

ネットワークアソシエイト PGP クライアントを VPN 3000 コンセントレータに接続するために
設定するのにこの手順を使用して下さい。

PGPNet > ホストを起動させて下さい。1.
『Add』 をクリック し、次に『Next』 をクリック して下さい。2.
GATEWAY オプションを選択し、『Next』 をクリック して下さい。3.

接続のわかりやすい名前を入力し、『Next』 をクリック して下さい。4.

VPN 3000 コンセントレータのパブリックインターフェイスのホスト ドメイン名か IP アド
レスを入力し、『Next』 をクリック して下さい。

5.



『Use public-key cryptographic security only』 を選択 し、『Next』 をクリック して下さい

。

6.

『Yes』 を選択 し、『Next』 をクリック して下さい。 新しいホストを追加するか、または
サブネット化するとき、接続が保護された後プライベート ネットワークにアクセスするこ

とを可能にします。

7.

『Subnet』 を選択 し、『Next』 をクリック して下さい。8.



『Allow insecure communications』 を選択 し、『Next』 をクリック して下さい。VPN
3000 コンセントレータは接続のセキュリティの、ない PGP クライアントソフトウェア問題

を解決します。

9.

接続し、『Next』 をクリック するネットワークを識別するためにわかりやすい名前を入力

して下さい。

10.

VPN 3000 コンセントレータの背後にあるネットワークのためのネットワーク番号および
サブネットマスクを入力し、『Next』 をクリック して下さい。

11.



より多くの内部ネットワークがある場合、『Yes』 を選択 して下さい。 さもなければ、『
No』 を選択 し、『Next』 をクリック して下さい。

12.

ネットワークアソシエイト PGP クライアントからの接続を許可
するために Cisco VPN 3000 コンセントレータを設定して下さい

Cisco VPN 3000 コンセントレータをネットワークアソシエイト PGP クライアントからの接続を
許可するために設定するのにこの手順を使用して下さい:

Configuration > Tunneling and Security > IPSec > IKE Proposals の順に選択 して下さい。1.
非アクティブ提案カラムでそれを選択することによって IKE-3DES-SHA-DSA 提案をアクテ
ィブにして下さい。 次に、Activate ボタンをクリックし、次に Save Needed ボタンをクリ
ックして下さい。

2.

Configuration > Policy Management > Traffic Management > SAs の順に選択 して下さい。3.
[Add] をクリックします。4.
デフォルト設定でこれらのフィールドを除いてすべてを残して下さい:SA 名前: これを識別
するために固有の名前を作成して下さい。デジタル認証: インストール済みサーバを識別し
ます証明書を選択して下さい。IKE Proposal: 『IKE-3DES-SHA-DSA』 を選択 して下さい
。

5.



   

[Add] をクリックします。6.
これらのフィールドを Configuration > User Management > Groups の順に選択 し、『Add
Group』 をクリック し、設定して下さい:注: すべてのユーザが PGP クライアントである場
合、新しいグループを作成するかわりに基礎群（Configuration > User Management > Base
Group）を使用できます。 その場合、Identity タブのためのステップをスキップし、IPSec
タブだけのためのステップ 1 および 2 を完了して下さい。Identity タブの下で、この情報を
入力して下さい:グループ名: 固有の名前を入力して下さい。 （このグループ名は PGP クラ
イアントのデジタル認証の OU フィールドと等しい必要があります。）[Password]： グル
ープのためのパスワードを入力して下さい。IPSec タブの下で、この情報を入力して下さい
:認証： どれもにこれを設定しないで下さい。モードコンフィギュレーション: これのチェッ
クを外して下さい。

7.

[Add] をクリックします。8.
すっかり必要に応じて保存。9.

関連情報

Cisco VPN 3000 シリーズ コンセントレータに関するサポート ページ●

IPSec に関するサポート ページ●

VPN ソフトウェアダウンロード（登録ユーザのみ）●

テクニカルサポート - Cisco Systems●

//www.cisco.com/en/US/products/hw/vpndevc/ps2284/tsd_products_support_eol_series_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/en/US/tech/tk583/tk372/tsd_technology_support_protocol_home.html?referring_site=bodynav
//www.cisco.com/tacpage/sw-center/sw-vpn.shtml?referring_site=bodynav
//tools.cisco.com/RPF/register/register.do
//www.cisco.com/cisco/web/support/index.html?referring_site=bodynav
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