
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 

この資料に RV160 および RV260 シリーズ ルータのオート キー入力 モードを使用して新し
いインターネット プロトコル セキュリティ（IPsec）プロファイルを作成する方法を示され
ています。

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、IPレイヤで設定されて、使用はセキュリティに欠けている多くのアプリケー
ションを助けることができます。 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 1 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 2 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、モード、
アルゴリズム、完全転送秘密 （PFS）、Security Association （SA） ライフタイムおよび
キー管理プロトコルのような IPSecパラメータのほとんどを設定できます。

サイト間VPN を設定している時、リモートルータはローカルルータと同じプロファイル設
定を備える必要があることに注目して下さい。

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。

IPSec プロファイルおよびサイト間VPN を VPN のセットアップ ウィザードを使用して設
定するために、リンクをクリックして下さい: RV160 および RV260 の VPN のセットアッ
プ ウィザードの設定。

サイト間VPN を設定するために、資料を参照して下さい: RV160 および RV260 のサイト間
VPN の設定。

•       RV160

•       RV260

/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_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/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/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_on_the_RV160_and_RV260.html


[Software Version]

•       1.0.00.13

IPSec 

ステップ 1.ルータの Web 設定 ページにログイン して下さい。

ステップ 2.ナビゲートへの VPN > IPSec 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
ーンとして作る選択があります。

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）。

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 バージョンとしてバージョン 1 （IKEv1）または Internet Key
Exchange（IKE） バージョン 2 （IKEv2）を Internet Key Exchange（IKE）選択して下さ
い。 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。 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。 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 IKEv1 が共有鍵および証明書によって基づく認証だけをする間、鍵交換を
するためにより少ないパケットを必要とするので効率的サポートしますより多くの認証オプ
ションをです。 この例では、IKEv1 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。 区分したりフェーズで、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（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。 このとき Triple Data
Encryption Standard(3DES) 使用 DES 暗号化は 3 回しかしレガシー アルゴリズムです。 こ
れは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よりよい代替がないときしか
使用しない必要があることを意味します。 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
。 それがセキュアと考慮されないのでトリプル DES を使用することを推奨しません。 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-128 を選択しました。

注: 助けるかもしれないいくつかの追加情報はここにあります: IPsec および次世代 暗号化
で VPN のためのセキュリティを設定する場合。

/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 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。



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、オプション次のとお
りです選択して下さい:

•       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-128 を使用します。

注: 助けるかもしれないいくつかの追加情報はここにあります: IPsec および次世代 暗号化
で VPN のためのセキュリティを設定する場合。

ステップ 12： 認証方式は Encapsulating Security Payload（ESP） プロトコル（ESP）ヘ

/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


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。

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。 これはデバイスサポートそれ推奨されます。



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。



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。 IPSec プロファイルが追
加されることを確認し下記に続けて下さい。 またスタートアップ コンフィギュレーション
コンフィギュレーション・ファイルに実行コンフィギュレーション ファイルをコピーする
ためにステップに従うことができます従って設定すべてはリブートの間で保たれます。

ステップ 1： 『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。

呼び出します。 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 ボタンをクリック
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 3 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設定は
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。
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