
RV160 および RV260 のサイト間VPN 詳細設定
およびフェールオーバーの設定 
目標

この資料の目標は RV160 および RV260 のサイト間VPN 詳細設定およびフェールオーバー
を設定する方法を示すことです。

概要

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ワー
カーを接続する大きい方法です。 VPN は彼らがオンサイト セキュア ネットワークに接続
されたようにリモートホストが機能するようにします。 サイト間VPN では、1 位置のロー
カルルータは VPN トンネルによってリモートルータに接続します。 このトンネルは送信
された データを保護するのに業界標準暗号化 および 認証技術の使用によってデータを安全
にカプセル化します。 同一の構成は確立されるべき正常なサイト間VPN 接続のための接続
の両側でする必要があります。 高度サイト間VPN 設定は VPN トンネルのためのオプショ
ナルコンフィギュレーションを設定する柔軟性を提供します。

フェールオーバーはこれら二つのサイト間の一定した接続を確認する強力な機能です。 こ
れはフォールト トレランスが重要なとき役立ちます。 フェールオーバーはプライマリルー
タがダウンしていると発生します。 この時点で、セカンダリかバックアップルータは接続
を引き継ぎ、提供します。 これはシングル ポイント障害を防ぐのを助けます。

適当なデバイス

•       RV160

•       RV260

[Software Version]

•       1.0.00.13

前提条件

RV160 および RV260 のサイト間VPN のための詳細設定およびフェールオーバーを設定す
る前に、ローカル および リモートルータの IPSec プロファイルおよびサイト間VPN を設
定する必要があります。 それらを設定するのを助けることができる技術情報のリストは下
記にあります。 IPSec プロファイル、またサイト間VPN を両方設定するのを助けるまたは
それらを別々に設定し、下記に提供される 2 通の文書に沿って続くことができます VPN の
セットアップ ウィザードを使用するオプションがあります。

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

または

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


1. RV160 および RV260 （オプションの）の IPSec プロファイル（オート キー入力 モード
）を設定します

2. RV160 および RV260 のサイト間VPN の設定

サイト間VPN 詳細設定の設定

詳細設定は VPN 接続の両側で同じ行う必要があります。

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログイン。

ステップ 2.ナビゲートへの VPN > IPSec VPN > サイト間。

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
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_Site-to-Site_VPN_on_the_RV160_and_RV260.html


ステップ 3 編集したいと思う接続のチェックボックスをチェックして下さい。 それから接
続を編集するためにペンおよび用紙アイコンを押して下さい。 この例では、HomeOffice と
指名される接続は選択されます。

ステップ 4.高度 Settings タブをクリックして下さい。



ステップ 5 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。 このプロトコルは IP データグラムのサイズを減らします。 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。 このルータのためのこの機能を有効に する場合、リモー
トルータ（トンネルのもう一方の端）でそれを有効に する必要があります。

ステップ 6.ブロードキャストメッセージは Windows ネットワーキングで名前解決のために
コンピュータ、プリンタおよびファイルサーバのようなリソースを識別する使用されます。
これらのメッセージはネットワーク コンピュータのようないくつかのソフトウェアアプリ
ケーションおよび Windows 機能によって利用されます。 LAN ブロードキャストトラフィ
ックは VPN トンネルに一般的に転送されません。 ただし、トンネルの一端からの
NetBIOS ブロードキャストをもう一方の端へ再ブロードキャストである許可するようにこ
のボックスをチェックできます。 有効に なるために NetBIOS ブロードキャスト チェック
ボックスをチェックして下さい。



ステップ 7 ルータが時間の規則的な間隔の VPN 接続を回復するように試みることを可能に
するようにキープアライブ チェックボックスをチェックして下さい。 キープアライブ モニ
タリング 間隔 フィールドのキープアライブ モニタリング 間隔を設定 するために秒数を入
力して下さい。 範囲は 10-999 秒からです。

ステップ 8 DPD を有効に するために有効に なる Dead Peer Detection （DPD）をチェック
して下さい。 それは VPN トンネルのステータスをチェックするために定期的に
HELLO/ACK メッセージを送信 します。 DPD オプションは VPN トンネルの両端で有効に
する必要があります。 次の入力によって間隔 フィールドの HELLO/ACK メッセージ間の間
隔を規定 して下さい:

•       タイム遅延は各 HELLO メッセージ間の秒に時間の遅れを入力します。 範囲は 10 – 300
秒からであり、デフォルト値は 10.です。

•       検出 タイムアウト–ピアがデッドであると宣言するために Timeout in seconds を入力し
て下さい。 範囲は 30 – 1800 秒からです。

•       DPD 処理– DPD タイムアウトの後の取るべき 処置。 ドロップダウン リストから『
CLEAR』 を選択 するか、または再起動して下さい。



ステップ 9： 拡張認証を有効に したいと思う場合拡張認証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。 認証を延長されるためにメインサイトははたらくため
にグループ 認証を使用し、リモートサイトはユーザ認証を使用する必要があります。 これ
からのステップでは、グループ 認証を使用するためにメインサイトを設定します。

注: 拡張認証の代りにユーザ認証のためのクライアントにサイトを設定することを推奨しま
す。

まだメインサイトのためのユーザグループを作成していない場合、学ぶためにリンクをこの
技術情報にあるユーザグループを作成する方法をクリックして下さい: 拡張認証のためのユ
ーザグループの作成。

ユーザアカウントを作成する方法をクリックすればセクションにリダイレクトされるべきリ
ンクを理解したいと思えば: 拡張認証のためのユーザアカウントの作成。

ステップ 10.拡張認証として『Group』 を選択 し、新しいグループを追加するためにプラス



アイコンを押して下さい。 ドロップダウン リストから、認証のために使用したいと思うグ
ループを選択して下さい。 ほしいと思うユーザことを確かめて下さいそのグループにあり
なさい。

ステップ 11： これからのステップでは、ユーザ認証を使用するためにリモートルータを設
定します。 リモートルータでは、拡張認証を有効に するために拡張認証 チェックボックス
をチェックして下さい。

ステップ 12： 拡張認証として『User』 を選択 して下さい。 グループで主要なルータで選
択されたユーザのユーザネームおよびパスワードを入力して下さい。 この例、VPNuser お
よび CiscoTest123! 入力されました。



ステップ 13： 有効に なるために分割DNS をチェックして下さい。 これは規定 された ド
メイン名に基づいて別の DNSサーバにドメイン ネーム システム（DNS） サーバおよび他
の DNS 要求を、分割します。 ルータはアドレス リゾリューション 要求を受け取るとき、
ドメイン名を点検します。 ドメイン名が分割DNS 設定のドメイン名と一致する場合、VPN
サーバネットワーク内の規定 された DNSサーバに要求を渡します。 さもなければ、要求は
WANインターフェイス設定（すなわち ISP DNSサーバ）で規定 される DNSサーバに通じ
ます。

分割DNS は同じドメインのための 2 つのゾーンに分かれます。 内部ネットワークが使用さ
れる 1 つおよび外部ネットワークによって使用される他。 分割DNS は名前解決のための内
部 DNS に内部ホストを指示し、外部ホストは名前解決のための外部 DNS に指示されます
。

分割DNS を有効に する場合、特定のドメインのために使用するために DNSサーバの IP ア
ドレスを入力して下さい。 任意で、DNSサーバ 2 フィールドのセカンダリDNSサーバを規
定 して下さい。 ドメイン名 1-6 では、DNSサーバのためのドメイン名を入力して下さい。
ドメインのための要求は規定 された DNSサーバに通じます。

ステップ 14： [Apply] をクリックします。



拡張認証のためのユーザグループの作成

ステップ 1.システム構成 > ユーザグループへのナビゲート。

ステップ 2.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 3.名前を Group Name フィールドで入力し、次に『Apply』 を押して下さい。 こ
の例では、SiteGroupTest はグループ名として入りました。

拡張認証のためのユーザアカウントの設定

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.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.ローカルユーザにページをスクロールして下さい。 新しいローカルユーザを追
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 追加ユーザアカウント ページは開きます。 Username フィールドでユーザ名を
入力して下さい。 この例では、VPNuser はユーザ名として入りました。



ステップ 4.パスワードを新しいパスワードで入力し、Password フィールドを確認して下さ
い。 この例では、CiscoTest123! 入力されました。

注: このパスワードはが一例として使用されました、より多くの複雑なパスワードは推奨さ
れます。



ステップ 5.グループを選択し、次に新規 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。 この例では、SiteGroupTest はグループとして選択されました。



フェールオーバーの設定

サイト間のフェールオーバーを有効に するために、キープアライブは高度 Settings タブで
有効に する必要があります。

ステップ 1.フェールオーバーを設定するために Failover タブをクリックして下さい。

呼び出します。 有効に なるためにトンネル バックアップをチェックして下さい。 プライ
マリ トンネルがダウンしているとき、この機能はリモートピアのために代替 IP アドレスか
交替ローカル WAN を使用することによって VPN トンネルを再確立することをルータが可
能にします。 この機能は DPD が有効に なるときだけ利用できます。



ステップ 3 リモート バックアップ IP address フィールドでは、リモートゲートウェイのた
めに既に設定 された リモートピアのための IP アドレスを入力するか、または WAN IP ア
ドレスを再入力して下さい。 それからドロップダウン リストからローカルインターフェイ
ス（WAN1、WAN2、USB1、または USB2）を選択して下さい。

ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。

結論

今うまく RV160 および RV260 のサイト間VPN のための詳細設定およびフェールオーバー
を設定する必要があります。 サイト間VPN はまだ接続する必要があります。
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