
RV34x シリーズ ルータの IKEv2 の設定 

この資料の目標は RV34x シリーズ ルータの IKEv2 で IPSec プロファイルを設定する方法を示す
ことです。

RV34x シリーズ ルータのためのファームウェアのバージョン 1.0.02.16 は今サイト間VPN およ
びクライアントにサイト VPN のためのバージョン 2 （IKEv2）を Internet Key
Exchange（IKE）サポートします。 IKE は Internet Security Association and Key Management
Protocol（ISAKMP） フレームワークの中の Oakley 鍵交換および Skeme 鍵交換を設定するハイ
ブリッド プロトコルです。 IKE は IPSec ピアの認証を提供し、IPSecキーをネゴシエートし、
IPSecセキュリティアソシエーション結合をネゴシエートします。

IKEv2 はまだ UDP ポート 500 を利用しますが、注意するべきいくつかの変更があります。 Dead
Peer Detection （DPD）は別様に管理され、現在組み込みです。 Security Association （SA） ネ
ゴシエーションは 4 つのメッセージに最小に なります。 この新しいアップデートはまた AAAサ
ーバおよび Denial of Service（DoS/DDoS） 保護を活用現在できる Extensible Authentication
Protocol（EAP） 認証をサポートします。

それ以上の下記の表は IKEv1 と IKEv2 の違いを説明します

IKEv1 IKEv2
SA 二相ネゴシエーショ
ン
（メインモード vs アグ
レッシブモード）

SA 単一 フェーズ ネゴシ
エーション（簡単だった
）

  ローカル/リモート認証
サポート

  改善された衝突処理
  改良される機械工を鍵変

更します
  NAT 走査組み込み
  AAA サーバのための

EAP サポート

 

IPsec はインターネット上のセキュア プライベートコミュニケーションがあることを確認します
。 それは 2つ以上にインターネット上の送信機密情報のためのホスト プライバシー、統合および
信頼性を与えます。 IPsec はバーチャル プライベート ネットワーク （VPN）で広く使われて、
ヘルプが多くの安全でないアプリケーションにセキュリティを追加する IPレイヤで設定されてい
ます。 VPN がインターネットのような安全でないネットワークによって送信される IP情報およ
び機密データにセキュアコミュニケーション メカニズムを提供するのに使用されています。 それ
はまたリモートユーザおよび組織が同じネットワークの他のパーティから機密情報を保護するこ
とができるように柔軟なソリューションを提供します。

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。 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 プロファイルは IPsec の中央設定です。 フェーズ I



はセキュア認証された通信を作成するために事前共有キーを確立します。 フェーズ II はトラフィ
ックが暗号化されるところにです。 プロトコル（カプセル化のような IPSecパラメータのほとん
どをセキュリティペイロード（ESP）設定）できます、認証ヘッダー（AH）、モード（トンネル
、転送する）、アルゴリズム（暗号化、統合、デフィーヘルマン）、完全転送秘密 （PFS）、SA
ライフタイムおよびキー管理プロトコル（インターネット キー エクスチェンジ（IKE） – IKEv1
および IKEv2）。

Cisco IPsec テクノロジーについてのその他の情報はこのリンクで見つけることができます:
Cisco IPsec テクノロジーへの紹介。

サイト間VPN を設定しているとき、リモートルータはローカルルータと同じ IPSec プロファイル
設定を必要とすることに注意することは重要です。

ローカルルータおよびリモートルータ両方のための設定の表は下記にあります。 この資料では、
ルータ A.を使用してローカルルータを設定します。

フィールド ローカルルー
タ（A）ルータ

リモートルータ
（B）ルータ

[プロファイル名] HomeOffice RemoteOffice
モードのキー入
力

Auto Auto

IKE バージョン IKEv2 IKEv2
フェーズ I オプ
ション

フェーズ I オプ
ション

フェーズ I オプ
ション

DH（Diffie-
Hellman） グル
ープ

Group2 – 1024
ビット

Group2 – 1024
ビット

暗号化 AES-192 AES-192
認証 SHA2-256 SHA2-256
SA ライフタイム 28800 28800
フェーズ II オプ
ション

フェーズ II オ
プション

フェーズ II オプ
ション

プロトコル 選択 ESP ESP
暗号化 AES-192 AES-192
認証 SHA2-256 SHA2-256
SA ライフタイム 3600 3600
完全転送秘密 Enabled Enabled
DH（Diffie-
Hellman） グル
ープ

Group2 – 1024
ビット

Group2 – 1024
ビット

学ぶために RV34x のサイト間VPN を設定する方法をリンクをクリックして下さい: RV34x のサ
イト間VPN の設定。

•       RV34x

[Software Version]

•       1.0.02.16

IKEv2  IPSec 

ステップ 1.ローカルルータ（A）ルータの Web 設定 ページへのログイン。

/content/en/us/td/docs/net_mgmt/vpn_solutions_center/2-0/ip_security/provisioning/guide/IPsecPG1.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/Configuring_Site-to-Site_VPN_on_the_RV34x.html


ステップ 2.ナビゲートへの VPN > IPSec プロファイル。



ステップ 3 IPSec プロファイル 表で、新しい IPSec プロファイルを作成するために『Add』 を
クリック して下さい。 またプロファイルを編集するか、削除するか、またはクローンとして作る
オプションがあります。 プロファイルをクローンとして作ることはその IPSec プロファイル 表
の既に存在すぐにプロファイルを複写することを可能にします。 同じ 設定で複数のプロファイル
を作成する必要がある場合クローンとして作ることは時間保存します。

ステップ 4. Profile Name を入力し、キー入力 モードを選択して下さい（自動か手動）。 Profile



Name は他のルータ キー入力 モード必要と一致する 一致する必要がありません。

HomeOffice は Profile Name として入ります。

自動はモードをキー入力するために選択されます。

ステップ 5. IKE バージョンとして IKEv1 か IKEv2 を選択して下さい。 IKE は ISAKMP フレーム
ワークの中の Oakley 鍵交換および Skeme 鍵交換を設定するハイブリッド プロトコルです。
Oakley および Skeme は両方認証された キー マテリアルを得る方法を定義しますが Skeme はま
た急流キー回復が含まれています。 IKEv2 は IKEv1 は共有鍵および証明書によって基づく認証だ
けをするが、鍵交換をするためにより少ないパケットを必要とするでより多くの認証オプション
をサポートしますので効率的。

この例では、IKEv2 は IKE バージョンとして選択されました。

注: IKEv2 を使用するためにデバイス サポート IKEv2 がそれからそれ推奨されれば。 デバイスが
サポートしなければ IKEv2 は IKEv1 を使用します。

ステップ 6.フェーズ I はフェーズ II.以内にデータを暗号化するのに使用するキーを設定し、交換
します。 DH（Diffie-Hellman）区分したりフェーズで、グループを選択して下さい。 異なる主な
変調長さの 2 グループとの鍵交換プロトコルは、グループ 2 – 1024 ビットはおよび 5 グループ
化します– 1536 ビットを DH（Diffie-Hellman）あります。

グループ 2 – 1024 はこのデモにビット選択されました。

注: 最高速度および下部の セキュリティに関しては、2.を『Group』 を選択 して下さい。 低速お
よび高い安全性に関しては、5.グループ 2 を選択されますデフォルトとして『Group』 を選択 し
て下さい。



ステップ 7.ドロップダウン リストから Encryption オプション（3DS、AES-128、AES-192、ま
たは AES-256）を選択して下さい。 この方式は ESP/ISAKMP パケットを暗号化し、復号化する
のに使用されるアルゴリズムを判別します。 このとき Triple Data Encryption Standard(3DES) 使
用 DES 暗号化は 3 回しかしまだ最底限受諾可能なセキュリティレベルを提供するので他の代替
がないときしかレガシー アルゴリズムで、使用しない必要があります。 ユーザはいくつかの「ブ
ロック衝突」不正侵入に脆弱であるので下位互換性のために必要となった場合だけそれを使用す
る必要があります。 高度暗号化規格（AES）は DES よりセキュアのように設計されている暗号
化アルゴリズムです。 AES はメッセージを復号化する唯一の既知アプローチは各可能性のある
キーを試みる侵入者のためであるようにするより大きいキーサイズを使用します。 デバイスがそ
れをサポートできる場合 AES を使用するために推奨します。

この例では、Encryption オプションとして AES-192 を選択しました。

注: IPsec か次世代 暗号化で VPN のためのセキュリティを設定することのその他の情報のための
ハイパーリンクをクリックして下さい。

ステップ 8 認証方式は ESP ヘッダ パケットがどのように検証されるか判別します。 これは Side
A および Side B が実際にだれ言うかであること検証するのに認証で使用されるハッシュアルゴリ
ズムですあることを。 MD5 は 128 ビット ダイジェストを生成 するで、SHA1 よりファーストで
す一方向ハッシュアルゴリズム。 SHA1 は SHA2-256 が 256 ビット ダイジェストを生成 する間
、160 ビット ダイジェストを生成 する一方向ハッシュアルゴリズムです。 SHA2-256 はセキュ
アであるので推奨されます。 VPN トンネルの両端が同じ認証方式を使用することを確かめて下
さい。 認証（MD5、SHA1、または SHA2-256）を選択して下さい。

SHA2-256 はこの例に選択されました。

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html
/content/en/us/about/security-center/next-generation-cryptography.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html


ステップ 9： 時間数が IKE SA このフェーズにアクティブであることを SA ライフタイム（秒
）は告げます。 SA がそれぞれライフタイムの後で切れるとき、新しいネゴシエーションは新し
いもののために開始されます。 範囲は 120 から 86400 からであり、デフォルトは 28800 です。

フェーズ I.の間 SA ライフタイムとして 28800 秒のデフォルト値を使用します。

注: フェーズ I の SA ライフタイムがフェーズ II SA ライフタイムより長いことを推奨します。 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する従
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あるものがで
す。

ステップ 10.フェーズ II はあちこちに渡されているデータを暗号化していたところにです。 フェ
ーズ 2 オプションで、ドロップダウン リストからプロトコルを選択して下さい:

•       Encapsulating Security Payload（ESP） – ESP をデータ暗号化に選択し、暗号化を入力し
て下さい。

•       認証ヘッダー（AH） –すなわち、暗号化されなかったり認証する必要があるか、データが秘
密ではない状況のデータ統合にこれを選択して下さい。 ただトラフィックの送信元および宛先を
検証することを使用します。

この例では、プロトコル 選択として ESP を使用します。



ステップ 11.ドロップダウン リストから Encryption オプション（トリプル DES、AES-128、
AES-192、または AES-256）を選択して下さい。 この方式は ESP/ISAKMP パケットを暗号化し
、復号化するのに使用されるアルゴリズムを判別します。

この例では、Encryption オプションとして AES-192 を使用します。

注: IPsec か次世代 暗号化で VPN のためのセキュリティを設定することのその他の情報のための
ハイパーリンクをクリックして下さい。

ステップ 12： 認証方式は Encapsulating Security Payload（ESP） プロトコル（ESP）ヘッダ パ
ケットがどのように検証されるか判別します。 認証（MD5、SHA1、または SHA2-256）を選択
して下さい。

SHA2-256 はこの例に選択されました。

/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html
/content/en/us/about/security-center/next-generation-cryptography.html
/content/en/us/td/docs/ios-xml/ios/sec_conn_vpnips/configuration/15-mt/sec-sec-for-vpns-w-ipsec-15-mt-book/sec-cfg-vpn-ipsec.html


ステップ 13： VPN トンネルによって（IPsec SA）がこのフェーズにアクティブである時間数を
入力して下さい。 フェーズ 2 のデフォルト値は 3600 秒です。 このデモンストレーションのため
にデフォルト値を使用します。

ステップ 14： 完全転送秘密を有効に するためにイネーブルをチェックして下さい。 完全転送秘
密 （PFS）が有効に なるとき、IKE フェーズ 2 ネゴシエーションは IPSecトラフィック 暗号化
および認証のための New 鍵材料を生成します。 PFS が公開キー暗号化を使用してインターネッ
トを渡って送信される通信のセキュリティを向上するのに使用されています。 これはデバイスが
それをサポートできる場合推奨されます。



ステップ 15： Diffie-Hellman（DH） グループを選択して下さい。 異なる主な変調長さの 2 グル
ープとの鍵交換プロトコルは、グループ 2 - 1024 ビットはおよび 5 グループ化します- 1536 ビッ
トを DH（Diffie-Hellman）あります。 このデモのための 2 – 1024 ビットを『Group』 を選択 し
ました。

注: 最高速度および下部の セキュリティに関しては、2.を『Group』 を選択 して下さい。 低速お
よび高い安全性に関しては、5.グループ 2 をデフォルトで選択されます『Group』 を選択 して下
さい。

ステップ 16： 新しい IPSec プロファイルを追加するために『Apply』 をクリック して下さい。



ステップ 17： 『Apply』 をクリック することの後で、新しい IPSec プロファイルは追加する必
要があります。

ステップ 18： ページの上で、設定管理にスタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフ
ィギュレーションを保存するためにナビゲート するように SAVE アイコンをクリックして下さい
。 これはリブート間の設定を保つことです。

ステップ 19： 設定管理では、出典が実行コンフィギュレーションであり、宛先がスタートアッ
プ コンフィギュレーションであることを確かめて下さい。 それからスタートアップ コンフィギ
ュレーションに実行コンフィギュレーションを保存するために『Apply』 を押して下さい。 揮発
の、リブートの間で保たれないルータが現在使用していることすべてのコンフィギュレーション
は実行コンフィギュレーション ファイルにあります。 スタートアップ コンフィギュレーション
コンフィギュレーション・ファイルへの実行コンフィギュレーション ファイルをコピーすること
はリブート間のすべての設定を保ちます。



ステップ 20： ルータ B.を設定するためにすべてのステップに再度従って下さい。

両方のルータのための IKE バージョンとして IKEv2 を使用して今正常に新しい IPSec プロファ
イルを作成する必要があります。 サイト間VPN を設定して準備ができています。
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