
Cisco ビジネス VPN 概要および最良の方法 
目標

この資料の目標は Cisco ビジネスに新しいだれでもにバーチャル プライベート ネットワーク
（VPN） 最良の方法の外観が示されることです。

目次

VPN 接続を使用するベネフィット●

VPN 接続を使用する危険性●

VPN の型 Secure Sockets Layer （SSL）IPsec プロファイルPoint-to-Point Tunneling
Protocol（PPTP; ポイントツーポイント トンネリング プロトコル）総称ルーティング カプセ
ル化レイヤ 2 トンネリング プロトコル

●

Cisco ビジネス VPN ルータと互換性がある VPN●

証明書●

ルータのサイト間VPN●

ルータのクライアントにサイト VPN クライアントにサイト プロファイルを作成して下さい
ユーザグループユーザアカウント

●

クライアント Location のクライアントにサイト●

Setup ウィザード●

VPN を設定した場合使用するべき助言●

概要

それはオフィスにいたはたらかせる可能性がある唯一のインポートことにそうずっと昔にようで
す。 、日に支持するために覚えることができます、オフィスに週末に先頭に立たなければなりま
せん作業関係を解決されて得るために。 オフィスに物理的になかったら会社リソースからのデー
タを得る他の方法がありませんでした。 それらの日は終わりました。 今日の時では、多忙です;
ホーム、別のオフィス、喫茶店、また更に国外からの行なうビジネス。 マイナス面は機密データ
をつかむためにハッカーが常に検知 して いることです。 ちょうど公衆インターネットを使用し
て安全ではないです。 柔軟性、またセキュリティを得るために何をすることができますか。
VPN を設定して下さい!

VPN 接続はユーザが潜在的ネットワーク インフラストラクチャにインターネットのようなパブ
リックか共用回線網を通過プライベート ネットワークおよびリソースを保護するためにまだ信頼
できる接続を確認することによってプライベート ネットワークに出入してデータにアクセスし、
送信 し、受け取ることを可能にします。

VPN トンネルはデータを符号化するために暗号化を使用してデータを安全に 送信できるおよび
認証を確立しますクライアントのアイデンティティを確認するためにプライベート ネットワーク
。 オフィスは頻繁にオフィスの外部にあっても従業員をプライベート ネットワークにアクセスで
きることを許可することは役立ち、必要であるので VPN 接続を使用します。

通常、サイト間VPN はネットワーク全体を互いに接続します。 それらはネットワークを拡張し
、1 つの場所からのコンピューター リソースが他の場所で利用可能であるようにします。 VPN
可能なルータの使用によって、会社はインターネットのようなパブリックネットワーク上の複数
の固定サイトを接続できます。

クライアントにサイトは VPN のために同じローカル ネットワークにいたように行動することを
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●

●

●

●

VPN 接続を使用するベネフィット
 

VPN 接続を使用するヘルプは機密ネットワーク データおよびリソースを保護します。
それはリモートワーカーか団体従業員にアクセス今までのところでは容易に物理的に現在で
はないで主要なオフィス リソースにできるので利便性およびアクセス可能性を、維持します
プライベート ネットワークおよびリソースのセキュリティを提供します。
VPN 接続を使用して通信はリモート通信の他のメソッドと比較されるセキュリティの上位レ
ベルを提供します。 高度暗号化 アルゴリズムはこの可能性のあるを作りま、プライベート
ネットワークを不正アクセスから保護します。
ユーザの実際の地理的位置はインターネットのようなパブリックか共用回線網--に保護され、
さらされません。
VPN はユーザの新しいユーザか追加コンポーネントまたは複雑な設定のための必要なしで追
加されるべきグループを可能にします。
 

許可しますリモートホスト、かクライアントを、設定しました。 VPN 接続はルータとエンドポ
イントの間でルータがインターネット接続のために設定された後設定することができます。 VPN
クライアントは一致された設定の要件に加えて VPN Router の設定に依存している接続を確立す
るためです。 また、いくつかの VPN クライアント クライアント アプリケーションはプラットフ
ォーム別、Operating System （OS）バージョンに同様に依存していますです。 設定は丁度同じ
である必要がありますか、または通信できません。

VPN は次のいずれかと設定することができます:

Secure Socket Layer (SSL)●

IPSec（Internet Protocol Security）●

ポイント ツー ポイント トンネリング プロトコル（PPTP セキュア） - SSL か IPSec●

総称ルーティング カプセル化（GRE）●

Layer 2 Tunneling Protocol（L2TP; レイヤ 2 トンネリング プロトコル）●

決して VPN をの前に設定しない場合、この技術情報全体の多くの新しい情報を受け取ります。
これはない詳細なガイド、参照用の外観の多くでありではない。 従って、進むことおよびネット
ワークの VPN を設定するように試みる前にこの技術情報を最後まで読むことは有利です。 特定
のステップへのリンクはこの技術情報全体提供されます。

サード パーティの、シスコ以外の製品は、TheGreenBow を含んで、OpenVPN、Cisco によって
口やかましい女ソフトおよび EZ VPN サポートされません。 それらは指導目的で厳しく含まれて
います。 技術情報を越えるこれらのサポートを必要とする場合、サポートに関してはサード パー
ティに連絡する必要があります。

VPN 接続を使用する危険性

ミスコンフィギュレーションによるセキュリティリスクがある場合もあります。 VPN の設計
および実装は複雑である場合もあるのでプライベート ネットワークのセキュリティが危殆化
されないことを確かめるために知識があり、ベテラン専門家への接続の設定のタスクを委託
することは必要です。

●

それはより少なく信頼できるかもしれません。 VPN 接続はインターネット接続を必要とする
ので優秀なインターネット サービスを提供し、ダウンタイムに最小を保証すると、証明され
、テストされた評判のプロバイダを持っていることは重要ではないです。

●

状況によってが設定をの新しいインフラストラクチャか新しい一組追加する必要がどこにが
あるか発生すれば技術的な問題は特に異なる製品を含むか、または既に使用している物以外

●



のベンダー非互換性が原因で起こるかもしれません。
遅い接続速度は行われる場合があります。 自由な VPN サービスを提供する ISP 接続を使用
していれば、これらのプロバイダが接続速度に優先順位をつけないので接続がまた遅いこと
が期待されるかもしれません。 VPN スループットがルータのハードウェア機能によって決ま
ることに注意することは重要です。

●

詳細については VPN がどのようにに関するはたらくか、ここをクリックして下さい。

VPN を設定した場合使用するべき助言

異なるサイトの間の VPN を設定している間両端で別の LAN IP サブネットを使用して下さ
い。 たとえば、に接続するサイト 192.168.x.x アドレス方式を、10.x.x.x か 172.16.x.x を使
用したいと思います- 172.31.x.x サブネット使用します。 もう一つのオプションは異なるサ
ブネット マスクを持つことです。 ルータのIP アドレスを変更するとき、デバイスはの
Dynamic Host Configuration Protocol（DHCP）/DHCPv6 （DHCP）自動的にそのサブネッ
トの IP アドレスを取ります。

1.

安定 した VPN 接続のためにルータの WANインターフェイスの静的なパブリック IP を使用
して下さい。

2.

選択される暗号化および認証レベルがルータが VPN のためのに VPN トンネルを確立したい
同じであることをことを確かめて下さい。

3.

入る PSK およびキー ライフタイムがリモートルータと同じであることをことを確かめて下
さい。 PSK はサイトでおよびクライアントとコンピュータのクライアントとして設定する
ときそれちょうどなりません一致するそれにでほしいものは何でもである場合もあります。
デバイスによっては、使用できない禁止されたシンボルがあるかもしれません。 キー ライ
フタイムはどの位の割りでシステム 変更キーです。 証明書はそれがセキュアと考慮される
ので好まれます。

4.

ほとんどの VPN に関しては、クライアントはルータを通って確認のため証明書がそれです
ちょうど VPN を使用することを必要としません。 たとえば、OpenVPN はクライアントお
よびサイト両方証明書を必要とします。

5.

フェーズ I の SA ライフタイムをフェーズ II SA ライフタイムより長く設定 して下さい。 フ
ェーズ I をフェーズ II より短くさせる場合、データ トンネルに対してトンネルを頻繁にあち
こちに再取り決めしなければなりません。 データ トンネルはより多くのセキュリティを必
要とします、従ってフェーズ I.より短いフェーズ II のライフタイムを持っていることがより
適切です。

6.

より複雑な何かにすべてのパスワードを変更して下さい。7.

VPN の型

Secure Sockets Layer （SSL）

Cisco ビジネス RV34x シリーズ ルータは AnyConnect を使用して SSL VPN を、サポートします
。 RV160 におよび RV260 にもう一つの SSL VPN である OpenVPN を使用するオプションがあ
ります。 Webブラウザを使用してセキュア VPN トンネルを確立する SSL VPN サーバ割り当て
リモートユーザ。 この機能は SSL セキュア（HTTPS）ブラウザ サポート上のネイティブ ハイパ
ーテキスト転送プロトコル（HTTP）を使用して Web リソースおよびウェブ対応アプリケーショ
ンの広範囲への簡単なアクセスを Hypertext Transfer Protocol（HTTP）可能にします。

SSL VPN はユーザがネットワーク トラフィックの暗号化によってセキュアのおよび認証された

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/security-vpn/ipsec-negotiation-ike-protocols/14106-how-vpn-works.html?dtid=osscdc000283


経路を使用して制限ネットワークに、リモートアクセスすることを可能にします。

SSL のアクセスを設定する 2 つのオプションがあります:

自己署名証明書: 自身の創作者によって署名される証明書。 これは推奨されないし、テスト
環境でしか使用する必要がありません。

1.

CA 署名入り認証: これは大いにセキュアおよび強く推奨されています。 サイトに接続する
料金に関しては、サード パーティはネットワークが正当である検証し、CA 認証をこと作成
します。 CA 証明書に関する詳細については、この記事の Certificates セクションをチェッ
クして下さい。

2.

この資料内の AnyConnect の技術情報へのリンクがあります。 AnyConnect の外観に関しては、
ここをクリックして下さい。

IPsec プロファイル

Easy VPN （EzVPN）、TheGreenBow および口やかましい女ソフトは Internet Protocol（IP）
セキュリティ（IPSec） VPN です。 IPSec VPN は 2 同位間のまたはクライアントにサイトから
のセキュアトンネルを提供します。 敏感みなされるパケットはこれらのセキュアトンネルを通し
て送信する必要があります。 これらのトンネルの特性の規定によってハッシュ アルゴリズム、暗
号化アルゴリズム、キー ライフタイムおよびモードを含むパラメータが定義する必要があります
これらの敏感なパケットを保護するのに使用する必要があります。 それから IPsec ピアが非常に
敏感なパケットを見るとき、それは適切なセキュアトンネルを設定し、このトンネルによってリ
モートピアにパケットを送信 します。

IPsec はファイアウォールかルータで設定されるとき、境界を交差させるすべてのトラフィック
に適用することができる強い セキュリティを提供します。 会社またはワークグループ内のトラフ
ィックはセキュリティ関連の処理のオーバーヘッドを負いません。

VPN トンネルの 2 つの終わりのために暗号化され、うまく確立されるために、それら両方は暗号
化、復号化および認証のメソッドに一致する必要があります。 IPsec プロファイルはフェーズ I
の暗号化、認証および Diffie-Hellman（DH） グループおよび autoモード、また手動キー入力 モ
ードの II ネゴシエーションのようなアルゴリズムを定義する IPsec の中央設定です。

IPsec の重要なコンポーネントはインターネット キー エクスチェンジ（IKE）フェーズ 1 および
フェーズ 2.が含まれています。

IKE フェーズ 1 の基本的な目的は IPSec 同位を認証し、IKE 交換を有効に するために同位間のセ
キュア チャネルを設定することです。 IKE フェーズ 1 は次の機能を行います:

IPSec 同位の識別を認証し、保護します●

同位間の一致する IKE Security Associations （SA） ポリシーを IKE 交換を保護するために
ネゴシエートします

●

一致する共有秘密鍵を持っている最終結果と Diffie-Hellman（DH）認証された交換を行いま
す

●

セキュアトンネルを IKE フェーズ 2 パラメータをネゴシエートするために設定します●

2 つのモード、主要なモードおよびアグレッシブモードに発生します●

IKE フェーズ 2 の目的は IPSec トンネルを設定するために IPSec SA をネゴシエートすることで
す。 IKE フェーズ 2 は次の機能を行います:

既存の IKE SA によって保護される IPSec SA パラメータをネゴシエートします●

IPSec セキュリティ結合を確立します●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html?dtid=osscdc000283


定期的に IPSec SA をセキュリティを確保するために再取り決めします●

任意で追加交換を Diffie-Hellman（DH）行います●

使用される唯一のモード Quick Mode●

完全な前方機密性（PFS）が IPSec ポリシーで規定 される場合、新しい DH（Diffie-Hellman）交
換はすばらしいエントロピー（キー マテリアル ライフ）および暗号不正侵入へのそれによりより
大きい抵抗がある主な材料を提供する各 Quick Mode と実行された。 それぞれは DH（Diffie-
Hellman）必要とします大きい累乗、それにより増加 CPU 使用およびパフォーマンス コストを
強要すること交換します。

Internet Protocol（IP） RV34x シリーズ ルータのセキュリティ（IPSec）プロファイルの設
定

●

RV160 および RV260 の IPSec プロファイル（オート キー入力 モード）の設定●

IPsec プロファイル RV160 および RV260 ルータの手動キー入力 モードを設定します●

Point-to-Point Tunneling Protocol（PPTP; ポイントツーポイント トンネリング プ
ロトコル）

PPTP はパブリックネットワーク間の VPN トンネルを作成するのに使用されるネットワーク プ
ロトコルです。 PPTP サーバは別名バーチャル プライベート ダイヤルアップ ネットワーク
（VPDN）サーバです。 PPTP は時々他のプロトコルにファースト、モバイル デバイスで動作す
る能力があるので使用されます。 ただし、それが VPN の他の型程にセキュアではないことに注
意することは重要です。 PPTP 型アカウントと接続するべき複数のメソッドがあります。 多くを
学ぶためにリンクをクリックして下さい:

Rv34x シリーズ ルータのポイントツーポイント トンネリング プロトコル（PPTP） サーバ
を設定して下さい

●

設定 Windows の RV320 および RV325 VPN Router シリーズのポイント ツー ポイント トン
ネリング プロトコル（PPTP）サーバ

●

総称ルーティング カプセル化

総称ルーティング カプセル化（GRE）はカプセル化によって別のプロトコル上の 1 プロトコルの
パケットを転送するために簡単で一般的 なアプローチを提供するトンネリング プロトコルです。

GRE は外 IP パケットの中の相手先ネットワークに渡される必要があるペイロードを、すなわち
、内部パケット カプセル化します。 GRE トンネルはトンネル ソースおよびトンネル宛先 アドレ
スによって識別される 2 つのエンドポイントがあるバーチャルポイント ツー ポイントリンクと
して動作します。

トンネルエンドポイントは GRE トンネルを通して介入 IP ネットワークによってカプセル化され
たパケットをルーティングすることによってペイロードを送信 します。 他の IP ルータは途中で
ペイロード（内部パケット）を解析しません; 彼らは GRE トンネルエンドポイントの方にそれを
転送するように外 IP パケットだけを解析します。 トンネルエンドポイントに達した上で、GRE
カプセル化は取除かれ、ペイロードはパケットの最終デスティネーションに転送されます。

ネットワークのデータグラムのカプセル化はソースサーバが宛先 ホストに到着するためにパケッ
トが奪取 する ルートに影響を及ぼしたいと思うとき、のようないろいろな理由で行われます。
ソースサーバは別名カプセル化サーバです。

IP-in-IP カプセル化は既存の IP ヘッダ上の外 IP ヘッダの挿入を含みます。 IP-in-IP トンネルの終
了点への外 IP ヘッダ ポイントの送信元 および 宛先アドレス。 ネットワーク管理者がパケット

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5518-configure-an-internet-protocol-security-ipsec-profile-on-an.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5518-configure-an-internet-protocol-security-ipsec-profile-on-an.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_IPSec_Profiles_Auto_Keying_Mode_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_IPsec_Profile_Manual_Keying_Mode_on_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5443-configure-a-point-to-point-tunneling-protocol-pptp-server-on.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5443-configure-a-point-to-point-tunneling-protocol-pptp-server-on.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4359-configure-point-to-point-tunneling-protocol-pptp-server-on-r.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4359-configure-point-to-point-tunneling-protocol-pptp-server-on-r.html


 
Cisco ビジネス VPN ルータと互換性がある VPN
 

を運んでいればルータのループバック アドレスを認識していれば IP ヘッダのスタックが宛先に
前もって決定されたパス上のパケットを送信するのに使用されています。

このトンネリング メカニズムはほとんどのネットワーク・アーキテクチャのためのアベイラビリ
ティおよびレイテンシーの判別に使用することができます。 それは出典からの宛先への全体のパ
スがヘッダに含まれている必要がないネットワークのセグメントはパケットを送信するために選
択することができますこと注意されるべきです。

レイヤ 2 トンネリング プロトコル

L2TP はトンネル伝送するトラフィックに暗号化メカニズムを提供しません。 その代りデータを
暗号化するためにそれは他のセキュリティプロトコルに、IPSec のような、頼ります。

L2TP トンネルは L2TP Access Concentrator （LAC）と L2TP Network Server （LNS）の間で確
立されます。 IPSec トンネルもこれらのデバイス間で確立され、すべての L2TP トンネルのトラ
フィックは IPSec を使用して暗号化されます。

L2TP のいくつかのキー ターム:

CHAP-chAllenge ハンドシェイク 認証プロトコル。 ポイント ツー ポイント認証プロトコル
（PPP）。

●

L2TP Access Concentrator （LAC） - LAC は Public Switched Telephone Network
（PSTN）に接続される Cisco network アクセス サーバである場合もあります。 LAC 必要
L2TP 上のオペレーションのための実装するメディアだけ。 LAC はパブリックまたはプライ
ベートフレーム リレーのようなローカル エリア ネットワークかワイドエリア ネットワーク
を使用して LNS に接続できます。 LAC は送信通話の着信コールおよびレシーバの発信側で
す。

●

L2TP Network Server （LNS） -ローカル エリア ネットワークかワイドエリア ネットワーク
に、パブリックまたはプライベートフレーム リレーのような接続されるほとんどどの
Ciscoルータでも LNS として機能できます。 それは L2TP プロトコルのサーバ側で、PPP セ
ッションを終了するプラットフォームを操作する必要があります。 LNS は着信コールの送信
通話およびレシーバの発信側です。 図 1 は LAC と LNS 間のコール ルーチンを描写します。

●

Virtual Private Dial Network （VPDN） -サービスを提供するのに PPP を使用するアクセス
VPN の型。

●

次のリンクをクリックするために L2TP に関する詳細を望んだら:

RV34x ルータの設定 L2TP WAN 設定●

ワイドエリアネットワーキング設定ガイド: レイヤ2 サービス、Cisco IOS XE リリース 3S●

RV34X RV32X RV160X/RV260X
IPSec （IKEv1）
ShrewSoft Yes Yes Yes
Greenbow Yes Yes Yes
Mac 組み込みクライアント Yes Yes なし
iPhone/iPad Yes Yes なし
Android Yes Yes Yes

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5850-configure-l2tp-wan-settings-on-the-rv34x-router.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/wan_lserv/configuration/xe-3s/wan-lserv-xe-3s-book/wan-l2-tun-pro-v3-xe.html


 
*仕様ハードウェア/ソフトウェア組み合せがある場合できると同様にさまざま組み合わせをテス
トします、ここに手を差し伸べて下さい。 さもなければ、テストされるほとんどの最近のバージ
ョンについてはデバイスによって関連するコンフィギュレーション ガイドを参照して下さい。
 

VPN テクノロ
ジー サポートされているデバイス クライアント Supported* 詳細及び警告

IPSec
（IKEv1） RV34X、RV32X、RV160X/RV260X

ネイティブ: Mac、iPhone、iPad、
Android

その他： EasyVPN （Cisco VPN
Client）、ShrewSoft、Greenbow

設定すること容易解決し、サポートして下さい。 それはすべてのルータで利用可能、設定しやすいです（ほとんどの場合）、持
っています解決するべき最もよいロギングをです。 そしてほとんどのデバイスが含まれています。 こういうわけで一般的に
ShrewSoft （自由におよび作業）および Greenbow を推奨します（自由ではない、作業）。
Windows に関しては、Windows に IPSec 純粋なネイティブ VPN クライアントがないので、オプションとして ShrewSoft および
Greenbow クライアントがあります。 ShrewSoft および Greenbow に関しては、それはややより複雑、困難でありではない。 最
初の設定が他のクライアントで、クライアント プロファイル エクスポートされ、次にインポートすることができれば。
RV160X/RV260X ルータに関しては、Easy VPN  オプションを持っていないので、Mac、iPhone、または iPad を使用しないサー
ド パーティ クライアント オプションを使用しなければなりません。 接続するためにしかし ShrewSoft、Greeenbow および
Android クライアントを設定できます。 Mac、iPhone および iPad クライアントに関しては、IKEv2 （下記参照）を推奨します。

AnyConnect RV34X Windows、Mac、iPhone、iPad、Android

Customers 要求は完全な Ciscoソリューションおよびこれそれです。 それは設定しやすいです持っていましたりロギングを、挑
戦的である場合もありますログを理解するために。 コストを incuring クライアント ライセンスの必要条件を必要とします。 それ
は完全な Ciscoソリューションで、更新済です。 トラブルシューティングは IPSec 程に容易、しかし他の VPN オプションよりよ
くではないです。

L2TP/IPSec RV34X ネイティブ: Windows

これは Windows で組み込み VPN クライアントを使用する必要がある顧客向けに推奨することです。 これの 2 つの警告は次のと
おりです:

1. ローカル認証を使用するときだけ PAP 認証をサポートします。 各クライアントにか no encryption、無効 MS-CHAP オプショ
ンおよび有効 PAP 入り、『Optional』 を選択 しなければなりません。 これは username/password が明白に送信 されることを意
味します。 それはすべては IPSec と暗号化されるでし、各クライアントで設定しなければなりませんので巨大な取り引き。 ON
ウィンドウは、これ設定可能です、Radius または LDAP のような外部認証サーバがなければない Mac で、iPhone、iPad、また
は Android デバイスは Windows クライアントによって、そう実際にしか使用することができません。

2. ルータが NAT デバイスの後ろにある場合、接続は Windows マシンで失敗します。 対応策はクライアントおよびルータ両方の
NAT を許可するために各クライアントのレジストリキーを作成することです。

IPSec
（IKEv2） RV34X、RV160X/RV260X ネイティブ: Windows、Mac、iPhone、

iPad、Android

IKEv2 のための Windows ネイティブ クライアントはルータおよびクライアント全員同じ CA からの証明書を持つ必要があるので
PKI インフラストラクチャを必要とする証明書認証を必要とします、（または別のもの両方信頼された CA）。
IKEv2 を使用したいと思うそれらのために Mac のためにそれを、iPhone、iPad セットし、Android デバイスおよび通常 Windows
マシン（ShrewSoft、Greenbow、または L2TP/IPSec）のための IKEv1 を設定しました。

VPN を開いて
下さい RV32X、RV160X/RV260X 開いた VPN はクライアントです

よりハードに設定するため、解決し、サポートすること困難。 RV160X/RV260X および RV320 でサポートされる。 設定は特に
ほとんどが証明書を使用すれば、IPSec か AnyConnect より複雑です。 トラブルシューティングは有用ログオンし、ルータをク
ライアント ログに頼る持っていないのでよりハードです。 また、OpenVPN クライアントバージョン アップデートは変更される
証明書が受け入れた警告しないで持っています。 また、Chromebooks にこれを取り組まないし、IPSec ソリューションに行かな
ければなりませんでした見つけました。

証明書

セキュアではないこと Webサイトを参照し、警告を与えられましたか。 それはプライベートな
情報がセキュアである、ありませんこと自信をもって一杯にしないし! サイトがセキュアなら閉じ
るのサイトの名前の前にアイコンをロックすることを見ます。 これはサイトがずっと確認された
セーフであることシンボルです。 ロック アイコンが閉じたことがわかって確かめたいと思います
。 同じは VPN にあてはまます。

VPN を設定するとき、認証局（CA）からの証明書を得る必要があります。 証明書はサード パー
ティ サイトから購入され、認証のために使用されます。 それはサイトがセキュアであると証明す
る公式方法です。 基本的に、CA は正当 な ビジネスで、信頼することができることを確認する信
頼されたソースです。 VPN に関しては最小コストでだけより低いレベルの証明書を必要としま

mailto:SBSC_Feedback@cisco.com
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/routers/small-business-rv-series-routers/products-configuration-examples-list.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/routers/small-business-rv-series-routers/products-configuration-examples-list.html


す。 CA によってチェックされ、情報を確認すれば、あなたに証明書を発行します。 この証明書
はコンピュータのファイルとしてダウンロードすることができます。 ルータ（か VPN サーバ
）にそして入り、それをそこにアップロードできます。

セキュリティを確保するのに公開キーまたはプライベート キー暗号化を使用する CA はデジタル
証明書を発行するとき Public Key Infrastructure（PKI）を使用します。 CA は Certificate 要求を
管理したりデジタル証明書を発行する役割があります。 少数のサード パーティ CA は
IdenTrust、Comodo、GoDaddy、GlobalSign、GeoTrust および Verisign が含まれています。

VPN のすべてのゲートウェイが同じアルゴリズムを使用することは重要です、他では通信できま
せん。 すべての証明書が同じから信頼されたサード パーティ購入されることが事柄を簡素化する
ために、推奨されます。 これは手動で更新されなければならないと同時に複数の証明書を管理す
ること容易保存します。

注: クライアントは通常証明書が VPN を使用することを必要としません; それはルータを通って
確認のためちょうどです。 これに対する例外はクライアント 認証を必要とする OpenVPN です
。

いくつかのスモール ビジネスは証明書の代わりにパスワードか事前共有キーを簡単にするために
使用するために選択します。 これはより少なくセキュアでしかし無料で設定することができます
。

証明書に関する詳細は下記のようにリンクで見つけることができます:

RV160 および RV260 シリーズ ルータの証明書（インポート/エクスポート/生成する CSR）●

RV34x シリーズ ルータのサード パーティ SSL 証明書とデフォルト 自己署名証明書を取り替
えて下さい

●

ルータのサイト間VPN

ローカルおよびリモートルータに関しては、VPN 接続に使用する事前共有キー（PSK）
/password/Certificate およびセキュリティ設定を確かめることは重要すべての一致です。 一人以
上のルータが Cisco ビジネス ルータ 使用のほとんどネットワーク アドレス変換（NAT）を使用
する場合、ローカルおよびリモートルータの VPN 接続のためのファイアウォール免除をする必
要があります。

あるようにこれらのサイト間の技術情報を確認して下さい:

RV34x のサイト間VPN の設定●

RV340 か RV345 ルータのサイト間VPN を設定して下さい●

Cisco Tech Talk: 設定します RV340 シリーズ ルータ（ビデオ）のサイト間VPN を●

設定します RV160 および RV260 ルータのサイト間VPN を（基本的な設定）●

RV160 および RV260 ルータのサイト間VPN （詳細設定およびフェールオーバー）●

ルータのクライアントにサイト VPN

VPN がクライアント側で設定することができる前に管理者はルータでそれを設定する必要があり
ます。

これらのルータコンフィギュレーション技術情報を閲覧するためにクリックして下さい:

RV160 および RV260 ルータの VPN のセットアップ ウィザードを設定します●

/content/en/us/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Certificate_Import_Export_Generate_CSR_on_the_RV160_and_RV260_Series_Router.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5855-replace-self-signed-certificate-on-the-rv34x-router.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5855-replace-self-signed-certificate-on-the-rv34x-router.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Site-to-Site_VPN_on_the_RV34x.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5513-configure-a-site-to-site-virtual-private-network-vpn-connect.html
https://www.youtube.com/watch?v=Aqno8Zpuj7U&t=137s
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https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Site-to-Site_VPN_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Site-to-Site_VPN_Advanced_Settings_and_Failover_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_VPN_Setup_Wizard_on_the_RV160_and_RV260.html


RV160 および RV260 での口やかましい女ソフト VPN Client の設定●

Cisco Tech Talk: 設定します RV160 および RV260 （ビデオ）の口やかましい女ソフト VPN
を

●

RV160 および RV260 ルータによって接続するべき設定および使用 TheGreenBow IPSec
VPN クライアント

●

クライアントにサイト プロファイルを作成して下さい

クライアントにサイト VPN 接続では社内ネットワークか LAN にサーバの後ろでアクセスするた
めにネットワークおよびリソースのセキュリティを維持するために、インターネットからのクラ
イアントはまだサーバに接続できます。 この機能は在宅勤務者および出張者がセキュリティを危
殆化しないでプライバシーおよび VPN クライアント ソフトウェアの使用によってネットワーク
にアクセスするようにする新しい VPN トンネルを作成するので非常に役立ちます。 次の記事は
RV34x シリーズ ルータに特定です:

RV34x シリーズ ルータの設定クライアントにサイト バーチャル プライベート ネットワーク
（VPN）接続

●

RV34x シリーズ ルータの設定 AnyConnect バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）
接続

●

ユーザグループ

ユーザグループは同じサービスのセットを共有するユーザの収集のためのルータで作成されます
。 これらのユーザグループは VPN にどのようにのアクセスできるか権限のリストのようなグル
ープのためのオプションが、含まれています。 デバイスによっては、PPTP、サイト間のIPSec
VPN、およびクライアントにサイト IPSec VPN は許可することができます。 たとえば、RV260
に OpenVPN を含むが、L2TP がサポートされないオプションがあります。 RV340 シリーズは
SSL VPN のための AnyConnect が、また捕虜ポータルまたは EZ VPN 装備されています。

これらの設定は許可されたユーザだけネットワークにアクセスできるように制御し、フィルタリ
ングすることを管理者が可能にします。 口やかましい女ソフトおよび TheGreenBow はダウンロ
ードのために利用可能な最もよくある VPN Client の 2 つです。 それらは VPN トンネルをうまく
確立できるためにそれらのためのルータの VPN 設定に基づいて設定される必要があります。 次
の技術情報は特にユーザグループの作成を取り上げます:

RV34x ルータの VPN のセットアップ用のユーザグループを作成して下さい●

 VPN のためのユーザグループを設定した場合、デフォルト管理者アカウントを admin group に
残し、VPN のための新しいユーザアカウントおよびユーザグループを作成すること確実でであっ
て下さい。 異なるグループに管理者アカウントを移動する場合、ルータにロギングからあなた自
身を防ぎます。 その結果、リセットされたファクトリをし、そのルータのために再度設定しなけ
ればなりデフォルト管理者アカウントを admin group で放っておきます。

ユーザアカウント

ユーザアカウントはルータで PPTP のようなさまざまなサービス、VPN Client、Web グラフィカ
ル ユーザインターフェイス（GUI）ログオンおよび Secure Sockets Layer バーチャル プライベ
ート ネットワーク（SSLVPN）のためにローカル データベースを使用しているローカル ユーザ
の認証を可能にするために作成されます。 これはネットワークしかアクセスしないために許可さ
れたユーザを制御し、フィルタリングすることを管理者が可能にします。 次の技術情報は特にユ
ーザアカウントの作成を取り上げます:

RV34x ルータで設定される VPN Client のためのユーザアカウントを作成して下さい●

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Shrew_Soft_VPN_Client_with_the_RV160_and_RV260.html
https://www.youtube.com/watch?v=z_WPagMhYns
https://www.youtube.com/watch?v=z_WPagMhYns
https://www.youtube.com/watch?v=z_WPagMhYns
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Set-Up-and-Use-TheGreenBow-IPsec-VPN-Client-to-Connect-with_RV160-and-RV260-Routers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Set-Up-and-Use-TheGreenBow-IPsec-VPN-Client-to-Connect-with_RV160-and-RV260-Routers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5527-configure-client-to-site-virtual-private-network-vpn-connect.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5527-configure-client-to-site-virtual-private-network-vpn-connect.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5553-configure-anyconnect-virtual-private-network-vpn-connectivit.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5553-configure-anyconnect-virtual-private-network-vpn-connectivit.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5853-create-user-group-vpn-setup-rv340-router.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5752-create-user-accounts-on-the-rv34x-for-vpn-client-setup.html#user-accounts


クライアント Location のクライアントにサイト

クライアントにサイト VPN 接続ではサーバの後ろで社内ネットワークか LAN にアクセスするた
めに、インターネットからのクライアントはサーバに接続できますが、まだネットワークおよび
リソースのセキュリティを維持します。 この機能は在宅勤務者および出張者がセキュリティを危
殆化しないでプライバシーおよび VPN クライアント ソフトウェアの使用によってネットワーク
にアクセスするようにする新しい VPN トンネルを作成するので非常に役立ちます。 VPN は送信
され、受け取られると同時にデータを暗号化し、復号化するために設定されます。

AnyConnect アプリケーションは SSL VPN を使用し、RV34x ルータによって特に使用されます
。 それは他の RV 一連のルータと利用可能ではないです。 バージョン 1.0.3.15 から開始して、
ルータ ライセンスはもはや必要ではないですが、ライセンスは VPN のクライアント側のために
購入される必要があります。 on Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアント詳細につ
いては、ここをクリックして下さい。 インストールの方向に関しては、次の技術情報から選択し
て下さい:

Mac コンピュータで Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントをインストールし
て下さい

●

Windows コンピュータで Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントをインストー
ルして下さい

●

すべての RV シリーズ ルータが付いているクライアントにサイト VPN のために利用することが
できるいくつかのサードパーティ製のアプリケ− ションがあります。 以前に示されるように、
Cisco はこれらのアプリケーションをサポートしません; この情報は指導目的で提供されています
。

ホスト デバイスがクライアントにサイト IPsec トンネルまたは SSL のための信頼できる接続を
設定することができるように可能にする TheGreenBow VPN Client はサード パーティ VPN クラ
イアント クライアント アプリケーションです。 サポートが含まれているこれは支払済アプリケ
ーションです。

RV160 および RV260 ルータによって接続するべき設定および使用 TheGreenBow IPSec
VPN クライアント

●

OpenVPN は自由、SSL VPN のために設定され、使用できるオープンソース アプリケーションで
す。 それはインターネット上のサーバとリモートクライアント場所間のセキュアコミュニケーシ
ョンを提供するのにクライアントとサーバー間の接続を使用します。

RV160 および RV260 ルータの OpenVPN●

口やかましい女ソフトは自由、IPSec VPN のために同様に設定され、使用できるオープンソース
アプリケーションです。 それはインターネット上のサーバとリモートクライアント場所間のセキ
ュアコミュニケーションを提供するのにクライアントとサーバー間の接続を使用します。

RV160 および RV260 での口やかましい女ソフト VPN Client の設定●

Easy VPN  は RV32x ルータで広く使われていました。 参照用の情報はここにあります:

RV320 および RV325 VPN Router シリーズのゲートウェイ バーチャル プライベート ネット
ワーク （VPN）への設定容易なクライアント

●

Cisco Easy VPN に関する Q&A●

Easy VPN  on Cisco IOS ソフトウェアベースのルータ●

Setup ウィザード

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/security/anyconnect-secure-mobility-client/index.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5642-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-mac-com-rev1.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5642-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-mac-com-rev1.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5686-install-cisco-anyconnect-secure-mobility-client-on-a-windows.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Set-Up-and-Use-TheGreenBow-IPsec-VPN-Client-to-Connect-with_RV160-and-RV260-Routers.html#user-group
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Set-Up-and-Use-TheGreenBow-IPsec-VPN-Client-to-Connect-with_RV160-and-RV260-Routers.html#user-group
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5879-openvpn-on-rv160-rv260.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_Shrew_Soft_VPN_Client_with_the_RV160_and_RV260.html?dtid=osscdc000283
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4296-configure-easy-client-to-gateway-virtual-private-network-vpn.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb4296-configure-easy-client-to-gateway-virtual-private-network-vpn.html
/content/en/us/products/collateral/security/ios-easy-vpn/eprod_qas0900aecd805358e0.html?dtid=osscdc000283
/content/en/us/products/collateral/security/ios-easy-vpn/data_sheet_c78-457320.html


設定用のステップによってガイドする最新の Cisco ビジネス ルータは VPN のセットアップ ウィ
ザードが付いています。 VPN のセットアップ ウィザードは基本的な LAN-to-LAN およびリモー
トアクセスVPN接続を設定し、認証に事前共有キーかデジタル証明書を割り当てることを可能に
します。 あるようにこれらの技術情報を確認して下さい:

RV160 および RV260 の VPN のセットアップ ウィザードの設定●

RV34x シリーズ ルータの Setup ウィザードを使用する設定 バーチャル プライベート ネット
ワーク （VPN）接続

●

結論

この技術情報は助言と共に VPN のよりよい知識に方法で得るために導きました。 あなた専有物
を設定してこの場合準備ができるはずです! リンクを表示し、Cisco ビジネス ルータの VPN を設
定する最もよい方法を決定するのに時間をかけて下さい。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/Configuring_VPN_Setup_Wizard_on_the_RV160_and_RV260.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5552-configure-virtual-private-network-vpn-connection-using-the-s.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5552-configure-virtual-private-network-vpn-connection-using-the-s.html
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