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

この資料の目標は RV160 または RV160 シリーズ ルータで口やかましい女ソフト VPN ク
ライアントを接続するために必要な設定を行う方法を示すことです。

VPN の基本への紹介

バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）はセキュア ネットワークにリモートユー
ザを接続する大きい方法です。 それはインターネットのようなより少なくセキュア ネット
ワーク上の暗号化された接続を確立します。

VPN トンネルは暗号化および認証を使用してデータを安全に 送信できるプライベート ネッ
トワークを確立します。 オフィスは頻繁にオフィスの外部にあっても従業員を内部リソー
ス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
。

RV160 ルータは 20 まで 10 までの VPN トンネルおよび RV260 サポートをサポートします
。

この技術情報は RV160/RV260 ルータおよび口やかましい女ソフト VPN クライアントを設
定するのに必要とされたステップによって歩きます。 ユーザグループ、ユーザアカウント
、IPSec プロファイルおよびクライアントにサイト プロファイルを作成する方法を理解し
ます。 口やかましい女ソフト VPN クライアントで全般、クライアント、名前解決、認証、
フェーズ 1、およびフェーズ 2 タブを設定する方法を、理解します。

VPN を使用したいと思う場合賛否両論とは何か。

VPN は多くの企業およびビジネス型によくある実質使用例シナリオを例にとります。 下記
の表はいくつかの VPN の使用の賛否両論を示します。

長所 短所

従業員、建築業者、またはパート
ナーのような個々のユーザに、合
うアクセス 権をセキュアコミュ
ニケーション、利便性およびアク
セス可能性に与えます。

遅い接続速度は行われる場合があ
ります。 強化暗号化は時間がおよ
びリソースを匿名、またセキュリ
ティを確保するのにかかります。
ネットワークトラフィックの暗号
化は通常オーバーヘッドを少し必
要とします。 匿名およびセキュリ
ティを保存している間である、通
常雇われたサービス 有効な接続速
度を維持するカップル VPN プロバ
イダを見つけられます。

社内ネットワークおよびアプリケ
ーションの拡張によって生産性を

ミスコンフィギュレーションによ
る潜在的なセキュリティ リスク。



高めます。

VPN を設計し、設定することは複
雑である場合もあります。 妥協さ
れないことをようにネットワーク
を確かめるように VPN を設定する
ようにベテラン専門家を委託する
ことは必要です。

通信コストを削減し、柔軟性を高
めます。

状況によってがコンフィギュレー
ション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。

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。

 

機密ネットワークデータおよびリ
ソースを保護します。  

VPN はユーザの新規 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。

 

トポロジ

これはネットワークの簡単なトポロジーです。

注: 公共 WAN IP アドレスは汚れました。

適当なデバイス

•€€€€€€ RV160



•€€€€€€ RV260

[Software Version]

•€€€€€€ 1.0.0.xx （RV160 および RV260）

•€€€€€€ 2.2.1 は 2.2.2 はルータ（口やかましい女ソフト VPN Client ダウンロード）におい
ての接続上の問題があるかもしれないと同時に推奨されます
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1.ユーザグループの作成

2.ユーザアカウントの作成
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8.口やかましい女ソフト VPN Client: 名前解決タブ

9.口やかましい女ソフト VPN Client: Authentication タブ

10.口やかましい女ソフト VPN Client: フェーズ 1 タブ

11.口やかましい女ソフト VPN Client: フェーズ 2 タブ

12.     口やかましい女ソフト VPN Client: Connecting

13。     VPN 接続トラブルシューティングに役立つ ヒント

14。     確認

15。     結論

ユーザグループの作成

特記事項： デフォルト管理者アカウントを admin group に残し、口やかましい女ソフトの
ための新規 ユーザ ユーザー アカウントおよびユーザグループを作成して下さい。 異なる
グループに管理者アカウントを移動する場合、あなた自身がルータにログイン することを
防ぎます。

ステップ 1. Web 設定 ページへのログイン。

https://www.shrew.net/download/vpn


ステップ 2.システム構成 > ユーザグループへのナビゲート。



ステップ 3.新規 ユーザ グループを追加するためにプラス アイコンをクリックして下さい。

ステップ 4. Group Name フィールドでグループの名前を入力して下さい。

例として ShrewSoftGroup を使用します。

ステップ 5.新しいグループを作成するために『Apply』 を押して下さい。

ユーザアカウントの作成

ステップ 1.システム構成 > ユーザアカウントへのナビゲート。



ステップ 2.ローカルユーザ 表にスクロールし、新規 ユーザを追加するためにプラス アイコ
ンを押して下さい。

ステップ 3 追加ユーザアカウント ページは開きます。 ユーザ向けのユーザ名を入力して下
さい。



ステップ 4.新しい Password フィールドでパスワードを入力して下さい。 確認 Password
フィールドで同じパスワードをもう一度入力して下さい。 この例では、パスワードとして
CiscoTest123 を使用します。

注: ここでは使用されるパスワードは例です。 パスワードを複雑にすることを推奨します。



ステップ 5 グループ ドロップダウン リストで、ユーザにあってほしいことグループを選択
して下さい。



ステップ 6.新規 ユーザ ユーザー アカウントを作成するために『Apply』 を押して下さい。



IPSec プロファイルの設定

ステップ 1.ナビゲートへの VPN > IPSec VPN > IPSec プロファイル。



注: IPSec プロファイルを設定する方法のより多くの説明に関しては技術情報を見るために
リンクをクリックして下さい: 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

ステップ 2.新しい IPSec プロファイルを追加するためにプラス アイコンをクリックして下
さい。

ステップ 3. Profile Name フィールドでプロファイルの名前を入力して下さい。 Profile
Name として ShrewSoftProfile を入力します。

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_Profiles_Auto_Keying_Mode_on_the_RV160_and_RV260.html


ステップ 4.モードをキー入力するために自動を選択して下さい。

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。 この例では、IKEv1
は選択されました。



ステップ 6 フェーズ I オプション セクションの下で、これはこの技術情報のために設定し
たものです。

DH group: Group2 – 1024 ビット

暗号化： AES-256

認証： SHA2-256

SA ライフタイム: 28800

ステップ 7 フェーズ II オプションの下で、これはこの技術情報のために設定したものです
。

プロトコル 選択: ESP

暗号化： AES-256

認証： SHA2-256

SA ライフタイム: 3600

Perfect Forward Secrecy（完全転送秘密）： Enabled



DH group: Group2 – 1024 ビット

ステップ 8.新しい IPSec プロファイルを作成するために『Apply』 をクリック して下さい
。

クライアントにサイトの設定

ステップ 1.ナビゲートへの VPN > IPSec VPN > クライアントにサイト。



ステップ 2.新しいトンネルを追加するためにプラス アイコンをクリックして下さい。

ステップ 3 トンネルをイネーブルに設定するために Enable チェックボックスをチェックし
て下さい。

ステップ 4.トンネル名 フィールドでトンネルの名前を入力して下さい。



ステップ 5 IPSec プロファイル ドロップダウン リストで、使用したいと思うプロファイル
を選択して下さい。 前のセクションで作成された ShrewSoftProfile を選択します: IPSec プ
ロファイルの設定。

ステップ 6 インターフェイス ドロップダウン リストから、使用したいと思うインターフェ
イスを選択して下さい。 インターフェイスとしてトンネルを接続するのに WAN を使用し
ます。

ステップ 7 IKE 認証方式 セクションの下で、事前共有キーか証明書を選択して下さい。
IKE 認証方式として事前共有キーを使用します。

注: 事前共有キーが含まれているデータの鍵付きハッシュを計算することおよび送信 するこ



とによる IKE 同位 認証する互い。 従って受信ピアが事前共有キーを使用して同じハッシュ
を独自に作成できれば場合同位が両方とも同じシークレットを共有する必要があること他を
認証することをピア知っています。 事前共有キーは各 IPSec ピアがそれがセッションを設
定するその他すべてのピアの事前共有キーで設定する必要があるのでよくスケーリングしま
せん。

証明書は名前のような情報が含まれている、または証明書の IP アドレス、シリアル番号、
有効期限、および証明書の所有者の公開キーのコピー使用しますデジタル認証。

ステップ 8.認証するのに使用したいと思う事前共有キーで入力して下さい。 事前共有キー
はそれにでほしいものは何でもである場合もあります。 口やかましい女ソフト VPN クライ
アントで設定された事前共有キーはそれを設定する場合ここにと同じでなければなりません
。

この例では、CiscoTest123 を使用します! 事前共有キーとして。

注: ここに入った事前共有キーは例です。 より複雑な事前共有キーを入力することを推奨し
ます。

ステップ 9.ドロップダウン リストからローカル識別子を選択して下さい。 次のオプション
はと定義されます:

•       ローカル WAN IP –このオプションは VPNゲートウェイの Wide Area Network （WAN）
インターフェイスの IP アドレスを使用します

•       IP アドレス–このオプションは手動で VPN 接続のための IP アドレスを入力することを
可能にします。 サイト（オフィス）でルータの WAN IP アドレスを入力する必要がありま



す。

•       FQDN –このオプションは VPN 接続を確立するときルータの完全修飾ドメイン名
（FQDN）を使用します。

•       ユーザ FQDN –このオプションはインターネットの特定のユーザ向けに完全なドメイン
名を使用することを可能にします。

この例では、ローカル識別子としてローカル WAN IP を選択します。

注: ルータのローカル WAN IP は自動的に記入されます。

ステップ 10： リモート識別子 ドロップダウン リストで、IP アドレス、FQDN、またはユ
ーザ FQDN を選択して下さい。 それから選択したものをから適切な応答で入力して下さい
。 この例では、FQDN および入力 test.cisco.com を選択します。

ステップ 11： 有効に なるために拡張認証チェックボックスをチェックして下さい。 これ
はリモートユーザが VPN に認められる前にアクセスを資格情報でキー入力するように要求
する認証の追加レベルを提供します。

拡張認証を有効に する場合、ユーザグループを追加するためにプラス アイコンをクリック
して下さい。 拡張認証のために使用したいと思うドロップダウン リストからグループを選
択して下さい。 グループとして ShrewSoftGroup を選択します。

ステップ 12： クライアント LAN のためのプール範囲では、開始する IP および端 IP フィ
ールドの VPN クライアントに割り当てることができる IP アドレスの範囲を入力して下さ
い。 これはサイト アドレスとオーバーラップしないアドレスのプールである必要がありま
す。



開始する IP として 10.2.1.1 および端 IP として 10.2.1.254 を入力します。

ステップ 13： （オプションの）高度 Settings タブをクリックして下さい。

ステップ 14： （オプションの）ここにリモートエンドポイント IP アドレスを規定できま
す。 このガイドでは端クライアントのための IP アドレスが固定ではないので、動的IP を使
用します。

またどの内部リソースがローカル グループ セットアップの下で利用できるか規定できます
。

選択する場合、すべての内部リソースは利用できます。

また内部 DNS および WINS サーバを使用するために選択できます。 それのためにモード
コンフィギュレーションの下でそれらを規定 する必要があります。

また十分に使用するべき可能性かスプリットトンネルおよび分割DNS があります。

追加設定にスクロールして下さい。 アグレッシブモードを有効に するために Aggressive
Mode チェックボックスをチェックして下さい。 アグレッシブモードは IKE SA のためのネ
ゴシエーションが発信側が渡されるすべての SA 必要なデータの 3 つのパケットに圧縮され
ているときあります。 ネゴシエーションはより速いですが、それらにクリアテキストで交
換識別の脆弱性があります。



注: メインモードのためのその他の情報は vs アグレッシブモード、見ます: メインモード vs
アグレッシブモード

この例では、アグレッシブモードを有効に します。

ステップ 15： （オプションの）チェックして下さい圧縮（サポート IP Payload
Compression Protocol （IPComp））を 接続を開始する場合の圧縮を提案することをルータ
が可能にするチェックボックス。 IP データグラムのサイズを減らすこれはプロトコルです
。 応答側がこの提案を拒否する場合、ルータは圧縮を実装しません。 ルータは応答側のと
き、圧縮が有効に ならなくても、圧縮を受け入れます。

圧縮をチェックを外されて残します。

ステップ 16： 新しいトンネ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： Web 設定 ページの上の点滅 SAVE アイコンをクリックして下さい。

https://community.cisco.com/t5/security-documents/main-mode-vs-aggressive-mode/ta-p/3123382
https://community.cisco.com/t5/security-documents/main-mode-vs-aggressive-mode/ta-p/3123382


ステップ 18： 設定管理 ページは開きます。 コピー/保存コンフィギュレーションセクショ
ンでは、Source フィールドに実行コンフィギュレーションがあり、宛先 フィールドにスタ
ートアップ コンフィギュレーションがあることを確かめて下さい。 それから『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設定を保ちます。

口やかましい女ソフト VPN Client の設定

口やかましい女ソフト VPN クライアントをダウンロードしない場合、このリンクをクリッ
クしてクライアントをダウンロードすること自由に感じて下さい: Windows のための口やか
ましい女ソフト VPN Client。 標準版を使用します。 既に口やかましい女ソフト VPN クラ
イアントをダウンロードしている場合、第一歩に続行すること自由に感じて下さい。

口やかましい女ソフト VPN Client: [General] タブ

ステップ 1.口やかましい女 VPN Access Manager を開き、新しいプロファイルを追加する
ために『Add』 をクリック して下さい。

https://www.shrew.net/download/vpn
https://www.shrew.net/download/vpn


VPN サイト設定 ウィンドウは現われます。

呼び出します。 General タブの下のリモートホスト セクションでは、に接続することを試
みているネットワークのパブリック ホスト名前か IP アドレスを入力して下さい。 この例で
は、接続を設定するためにサイトの RV160/RV260 の WAN IP アドレスを入力します。

注: ポート番号が 500 のデフォルト値に設定 されることを確かめて下さい。 はたらく VPN
に関してはトンネルは ISAKMP トラフィックがファイアウォールで転送されるように設定
する必要がある UDP ポート 500 を使用します。



ステップ 3 自動設定 ドロップダウン リストで、オプションを選択して下さい。 利用可能
な オプションは次の通り定義されます:

•       無効–自動クライアントコンフィギュレーションを無効に します

•       Ike Config 引き–クライアントによってコンピュータからの setting 要求を許可します。
コンピュータによるプル方式のサポートによって、要求はクライアントによってサポートさ
れる設定のリストを戻します。

•       Ike 構成プッシュ–コンピュータにコンフィギュレーションプロセスによってクライアン
トに設定を提供する機会を提供します。 コンピュータによるプッシュ メソッドのサポート
によって、要求はクライアントによってサポートされる設定のリストを戻します。

•       IPsec 上の DHCP –クライアントにコンピュータからの IPsec 上の DHCP によって設定
を要求する機会を提供します。

この例では、構成プルを『IKE』 を選択 します。



ステップ 4 ローカル ホスト セクションで、使用をアダプタ モード ドロップダウン リスト
のバーチャル アダプタおよび割り当てられたアドレス選択し、取得チェックボックスを自
動的にチェックして下さい。 利用可能 な オプションは次の通り定義されます:

•       使用して下さいバーチャル アダプタおよび割り当てられたアドレス–クライアントを
IPsec 通信のために出典として特定のアドレスとバーチャル アダプタを使用することを許可
します。

•       使用して下さいバーチャル アダプタおよびランダム アドレス–クライアントを IPsec 通
信のために出典としてランダム アドレスとバーチャル アダプタを使用することを許可しま
す。

•       既存のアダプタおよび現在のアドレスを使用して下さい–クライアントを IPsec 通信のた
めに出典として現在のアドレスと存在を、物理的 な アダプタ使用することをただ許可しま
す。



口やかましい女ソフト VPN Client: Client タブ

ステップ 1. Client タブをクリックして下さい。 NAT 走査ドロップダウン リストで、NAT
走査のための RV160/RV260 で行った同じ設定を選択して下さい。 利用可能 な ネットワー
ク アドレス走査（NATT）メニューオプションは次の通り定義されます:

•       無効– NATT プロトコル拡張は使用されません。

•       イネーブルになった– NATT プロトコル拡張はネゴシエーションおよび NAT の間のサポ
ートは検出することを VPNゲートウェイが示す場合その時だけ使用されます。

•       強制ドラフト– NATT プロトコル拡張の原案はネゴシエーションまたは NAT の間のサポ
ートは検出することを VPNゲートウェイが示せばかどうかにかかわらず使用されます。

•       強制 RFC – NATT プロトコルの RFC バージョンはネゴシエーションまたは NAT の間の
サポートは検出することを VPNゲートウェイが示せばかどうかにかかわらず使用されます
。

•       強制 Cisco UDP – NAT のない VPN クライアントのための強制 UDP カプセル化。

この資料では、NAT 横断のために『Enable』 を選択 して、デフォルト値として NAT 横断
ポートおよびキープアライブ パケット 比率を残します。



呼び出します。 IKE フラグメンテーション ドロップダウン リストで、ディセーブルを選択
して下さい、または強制有効に して下さい。 オプションは次の通り定義されます:

•       ディセーブル– IKE フラグメンテーション プロトコル拡張は使用されません。

•       イネーブル– IKE フラグメンテーション プロトコル拡張は VPNゲートウェイがネゴシエ
ーションの間にサポートを示す場合その時だけ使用されます。

•       強制– IKE フラグメンテーション プロトコル拡張は VPNゲートウェイがネゴシエーショ
ンの間にサポートを示せばかどうかにかかわらず使用されます。

IKE フラグメンテーションのために『Disable』 を選択 しました。

ステップ 3 Dead Peer Detection プロトコルを有効に するためにイネーブル Dead Peer
Detection チェックボックスをチェックして下さい。 このオプションが有効に なる場合、ル



ータがそれをサポートする場合その時だけ使用されます。 これは一方が応答もはやとき検
出するためにクライアントおよびルータがトンネルのステータスをチェックするようにしま
す。 このオプションは、デフォルトで有効です。

この例では、Dead Peer Detection をチェックされて残します。

ステップ 4 VPN Client IPsec デーモンからの ISAKMP 障害通知を有効に するためにイネー
ブル ISAKMP 障害通知チェックボックスをチェックして下さい。 このコマンドはデフォル
トで有効になっています。

この例では、ISAKMP 障害通知をチェックされて残します。

ステップ 5.無効に なるためにイネーブル クライアントログイン バナーのチェックを外して
下さい。 これはトンネルがルータによって確立された後ログイン バナーを表示する。 ルー
タは、またクライアントにログイン バナーを転送するために設定されてトランザクション



Exchange をサポートする必要があります。 この値はデフォルトで有効に なります。

クライアントログイン バナーのチェックを外します。

口やかましい女ソフト VPN Client: 名前解決タブ

ステップ 1. DNS を有効に したいと思う場合名前解決タブをクリックし、イネーブル DNS
チェックボックスをチェックして下さい。 特定の DNS 設定がサイト設定に必要とならない
場合、イネーブル DNS チェックボックスのチェックを外して下さい。

イネーブル DNS がチェックされ、設定 Exchange をサポートするためにリモートゲートウ
ェイが設定されればゲートウェイは DNS 設定を自動的に提供できます。 そうでなかったら
、取得自動的にチェックボックスがチェックを外され、入力しますことを手動で有効な
DNSサーバ アドレスを確認して下さい。

この例では、イネーブル DNS はチェックを外されます。



呼び出します。 Windows インターネットネーム サーバ（WINS）をイネーブルに設定した
いと思う場合イネーブル WINS チェックボックスをチェックして下さい。 設定 Exchange
をサポートするためにリモートゲートウェイが設定される場合ゲートウェイは WINS 設定
を自動的に提供できます。 そうでなかったら、取得自動的にチェックボックスがチェック
を外され、入力しますことを手動で 有効な WINS サーバアドレスを確認して下さい。

注: WINS 構成情報の提供によって、クライアントはリモート プライベート ネットワークに
いたサーバを使用して WINS 名前を変換できます。 これは均一命名規則 パス名を使用して
リモート ウィンドウ ネットワークリソースにアクセスして試みるとき役立ちます。 WINS
サーバは Windows ドメインコントローラか Samba サーバに一般的に属します。

この例では、イネーブル WINS はチェックを外されます。

口やかましい女ソフト VPN Client: Authentication タブ



ステップ 1. Authentication タブをクリックし、相互を PSK + 認証方式 ドロップダウン リス
トの Xauth 選択して下さい。 利用可能 な オプションは次の通り定義されます:

•       ハイブリッド RSA + Xauth –クライアント資格情報は必要ではないです。 クライアント
はゲートウェイを認証します。 資格情報は PEM か PKCS12 証明書ファイルの形にありま
すまたはキーファイルはタイプします。

•       ハイブリッド GRP + Xauth –クライアント資格情報は必要ではないです。 クライアント
はゲートウェイを認証します。 資格情報は PEM か PKCS12 証明書ファイルおよび共有秘
密 ストリングの形にあります。

•       相互 RSA + Xauth –クライアントおよびゲートウェイ認証するべき両方の必要資格情報
。 資格情報は PEM か PKCS12 証明書ファイルまたはキー タイプの形にあります。

•       相互 PSK + Xauth –クライアントおよびゲートウェイ認証するべき両方の必要資格情報
。 資格情報は共有秘密 ストリングの形にあります。

•       相互 RSA –クライアントおよびゲートウェイ認証するべき両方の必要資格情報。 資格情
報は PEM か PKCS12 証明書ファイルまたはキー タイプの形にあります。

•       相互 PSK –クライアントおよびゲートウェイ認証するべき両方の必要資格情報。 資格情
報は共有秘密 ストリングの形にあります。

呼び出します。 ローカル Identity タブで、識別タイプを選択し、次に空フィールドで適切な
ストリングを入力して下さい。 次のオプションはと定義されます:

•       –これはリモート Identity タブだけで受け入れられます。 クライアントは ID 型および値
を受け入れます。 これは IKE フェーズ 1 識別 プロセスの一部をバイパスすると同時に慎重
に使用する必要があります。

•       完全修飾ドメイン ネーム–このオプション、DNS ドメイン ストリングの形で FQDN ス
トリングを提供して下さい。 たとえば、「cisco.com」は許容値です。 クライアントはこの
オプションだけが使用されています PSK 認証モード 『IF』 を選択 されるようにします。



•       ユーザ 完全修飾ドメイン ネーム– user@domain ストリングの形でユーザ FQDN ストリ
ングを提供して下さい。 たとえば、「dave@cisco.com」は許容値です。 クライアントは
このオプションだけが使用されています PSK 認証モード 『IF』 を選択 されるようにしま
す。

•       IP アドレス– IP アドレスが選択されるとき、使用は検出されたローカル ホスト アドレ
ス チェックボックス自動的にデフォルトでチェックされます。 これは値が自動的に判別さ
れることを意味します。 クライアント ゲートウェイと通信したらのに使用されたアダプタ
アドレス以外アドレスを使用するために望んだ場合チェックボックスのチェックを外して下
さい。 それから、特定のアドレス ストリングで入力して下さい。 クライアントはこのオプ
ションだけが使用されています PSK 認証モード 『IF』 を選択 されるようにします。

•       キー識別子–このオプションが選択されるとき、識別子 ストリングを提供して下さい。

この例では、FQDN 文字列フィールドの完全修飾ドメイン ネームおよび入力 test.cisco.com
を選択します。

ステップ 3.リモート Identity タブをクリックし、識別タイプを選択して下さい。 次のオプ
ションがあります。 、完全修飾ドメイン ネーム、ユーザ 完全修飾ドメイン ネーム、IP ア
ドレス、またはキー識別子。

この資料では、識別型として使用します。



ステップ 4.資格情報タブをクリックし、RV160/RV260 で設定した同じ事前共有キーを入力
して下さい。

CiscoTest123 を入力します! 事前共有 Key フィールド。

口やかましい女ソフト VPN Client: フェーズ 1 タブ

ステップ 1.フェーズ 1 タブをクリックして下さい。 RV160/RV260 のために行った同じ設
定を持つために次のパラメータを設定して下さい。

口やかましい女ソフトのパラメータはフェーズ 1.に選択した RV160/RV260 設定を一致する
必要があります。 この資料では、口やかましい女ソフトのパラメータはとして設定 されま
す:



•       Exchange type: 積極的

•       DH（Diffie-Hellman） Exchange: group 2

•       暗号アルゴリズム: aes

•       暗号変調長さ: 256

•       hash algorithm: sha2-256

•       キー ライフ制限時間: 28800

•       キー ライフ データ制限: 0

ゲートウェイがフェーズ 1 ネゴシエーションの間に Cisco に互換性のある Vendor ID を提
供する場合ステップ 2. （オプションの）は、イネーブル 点検 点互換性のある Vendor ID チ
ェックボックスをチェックします。 ゲートが Cisco に互換性のある Vendor ID を提供しな
いか、または不確実、チェックボックスをチェックを外される残して下さい。 チェックボ
ックスをチェックを外されて残します。



口やかましい女ソフト VPN Client: フェーズ 2 タブ

ステップ 1.フェーズ 2 タブをクリックして下さい。 RV160/RV260 のために行った同じ設
定を持つために次のパラメータを設定して下さい。

パラメータは次の通りフェーズ 2 の RV160/260 設定を一致する必要があります:

•       トランスフォーム アルゴリズム: esp-aes

•       Transform 鍵 長さ: 256

•       HMAC Algorithm: sha2-256

•       PFS Exchange: group 2

•       圧縮アルゴリズム: ディセーブル

•       キー ライフ制限時間: 3600

•       キー ライフ データ制限: 0



ステップ 2.設定を保存するためにページの一番下に SAVE ボタンを押して下さい。

口やかましい女ソフト VPN Client: 接続

ステップ 1： VPN Access Manager で、ちょうど作成した VPN プロファイルを選択して下
さい。 それから『Connect』 を押して下さい。

注: VPN プロファイルの名前を変更したいと思う場合それを右クリックし、『Rename』 を
選択 して下さい。 プロファイルの IP アドレスの一部はそのネットワークを保護するために
汚れます。



呼び出します。 VPN Connect ウィンドウは現われます。 作成ユーザアカウント セクショ
ンで作成したユーザ名 および パスワードを入力して下さい。 それから『Connect』 を押し
て下さい。

ステップ 3 『Connect』 を押すことの後で、構成情報は要求と共に IKE デーモンに通信す
るために通じます。 接続状態の異なるメッセージは出力ウィンドウで表示する。 接続が成
功する場合、言うメッセージを「設定された」有効に なった」、ネットワークデバイスお
よび「トンネル得ます。 Connection ボタンは Disconnect ボタンに変更します。



VPN 接続トラブルシューティングに役立つ ヒント

言うエラーメッセージを得れば、「ネゴシエーション タイムアウト」は発生しました「キ
ー デーモン」から取り外されて、「無効を」、トンネル伝送すれば。 ルータの設定を慎重
に検査したいと思うかもしれないし、それらは確かめる口やかましい女ソフト VPN クライ
アント 一致する。

言うエラーメッセージを得れば、そのユーザ名のための間違ったパスワードを入力したこと
をその「ユーザ認証 エラー」はそれから意味します。 ユーザーの資格情報を慎重に検査し
、正しく設定され、入ることを確かめて下さい。



確認

ステップ 1. VPN Connect ウィンドウの Network タブをクリックして下さい。 このタブで
は、接続のための現在のネットワーク統計情報を表示できるはずです。 トンネル セクショ
ンの下で、ステータスとして接続されて見るはずです。

呼び出します。 ステータスへのルータ、ナビゲートおよび統計情報 > VPN ステータス。
Status ページ VPN ではサイト VPN Status セクションにクライアントにスクロールして下
さい。 このセクションでは、すべてのクライアントにサイト接続を表示できます。 より多
くの詳細を表示するために目アイコンをクリックして下さい。



ステップ 3.タスクバーの検索バーおよびコマンド プロンプトのための検索へのナビゲート
。

注: 次の指示は下記のでオペレーティング システム Windows 10 使用されます。 これはオ
ペレーティング システムによって使用していること変わるかもしれません。

ステップ 4.コマンドを引用符なしで、「PING [ルータのプライベート IP アドレス]」打ち込
んで下さいしかしワードの代りにプライベート IP アドレスを入力して下さい。 正常にルー
タのプライベート IP アドレスを ping できるはずです。

この例では、PING 10.2.0.96 を入力します。 10.2.0.96 はルータのプライベート IP アドレ
スです。



結論

RV160 か RV260 と今口やかましい女ソフト VPN クライアントを上手く接続する必要があ
ります。
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