
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 
目標
 
この資料の目標は TheGreenBow IPSec VPN クライアントを設定し、RV160 および RV260 ルー
タによって接続するのに使用することです。
  
概要
 
バーチャル プライベート ネットワーク （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。
 
VPN は同じローカル ネットワークにいたようにリモートホスト、かクライアントが、行動する
ことを可能にします。 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。 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 クライアントは接続を確立できるために
VPN Router の設定に完全に依存しています。 設定は完全に一致する必要がありますか、または
通信できません。
 
ホスト デバイスが RV160 および RV260 シリーズ ルータでクライアントにサイト IPsec トンネ
ル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。
  
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。
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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非常に知識があり、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 VPN クライアントを
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。 この技術情報では、この問題を除去する必要がある支払済サード
パーティを使用します。
  
クライアントにサイト ネットワークの基本的なトポロジー
 
これは設定用のネットワークの基本的なレイアウトです。 パブリック WAN IP アドレスは部分的
に汚れるか、または実際の数の代わりに不正侵入からこのネットワークを保護するために x を示
しています。
 

この技術情報は次のためのサイトで RV160 か RV260 ルータ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— VPNUsers
クライアントとしてアクセスを許可されるユーザアカウント（一人以上のユーザ）
IPsec profile — TheGreenBow
クライアントにサイト profile —クライアント
クライアントが接続されればまたサイトで VPN ステータスを表示する方法を示されま
す
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注: ユーザグループ、IPsec プロファイルおよびクライアントにサイト プロファイルのために名
前を使用できます。 リストされている名前はちょうど例です。
 
この技術情報はまたコンピュータの TheGreenBow VPN を設定するために各クライアントが奪取
するステップを説明します:
 

ダウンロードおよび設定された TheGreenBow VPN Client ソフトウェア
クライアントのフェーズ 1 および 2 設定を設定して下さい
クライアントとして VPN 接続を開始し、確認して下さい
 

サイトのルータの各設定がクライアント設定と一致することは必要です。 設定が正常な VPN 接
続の原因とならない場合、すべての設定をチェックして下さい一致することを。 この技術情報で
示されている例は接続を設定するちょうど 1 つの方法です。
  
目次
 
サイトの RV160 か RV260 ルータの設定
 
ユーザグループを作成して下さい
 
ユーザアカウントを作成して下さい
 
IPsec プロファイルを設定して下さい
 
フェーズ 1 および 2 設定を設定して下さい
 
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 Location の設定
 
設定フェーズ 1 設定
 
設定 トンネル設定
 
クライアントとして VPN 接続を開始して下さい
  
RV160 または RV260 の接続をチェックして下さい
 
サイトで VPN ステータスを確認して下さい
  
適当なデバイス
 

RV160
RV260
  

[Software Version]
 

1.0.00.15
  

RV160 か RV260 ルータのサイトの設定 VPN Client
 



ユーザグループを作成して下さい
 
特記事項： デフォルト管理者アカウントを admin group に残し、TheGreenBow 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、ルータにロギングからあなた自身を防ぎます。
 
ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログイン。
 

ステップ 2. > ユーザグループ 『System Configuration』 を選択 して下さい。
 



ステップ 3.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 概要エリアでは、Group Name フィールドでグループの名前を入力して下さい。
 



ステップ 5 ローカル ユーザ会員名簿の下で、プラス アイコンをクリックし、ドロップダウン リ
ストからユーザを選択して下さい。 多くを追加し、プラス アイコンを再度押し、他のメンバーを
追加されるために選択したいと思えば。 メンバーは 1 グループの一部であるただ場合もあります
。 既に入力されるユーザ全員がない場合作成でユーザアカウント セクション多くを追加できます
。
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ステップ 6 サービスの下で、グループのユーザに許可される権限を選択して下さい。 オプション
は次のとおりです:
 

無効—このオプションはブラウザによって Webベース ユーティリティにアクセスする
ことがグループのメンバーができないことを意味します。
読み取り専用—このオプションはグループのメンバーが後彼らログイン システムのス
テータスしか読まないことができたことを意味します。 彼らはの設定編集できません
。
Admin -はこのオプション読まれるグループのメンバーを与え、特権を書き、システム
状態を設定できます。
 

ステップ 7.既存のクライアントにサイト VPN 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。 これを設定しない場合、セクションの下でクライアントにサイト プロファイルを作成す
るとこの技術情報の情報が見つけることができます。
 



ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

ステップ 9. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

ステップ 10.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
ためにもう一度『Apply』 をクリック して下さい。
 

ステップ 11： 確認を受け取るとき、『OK』 をクリック して下さい。
 

今正常に RV160 または RV160 シリーズ ルータのユーザグループを作成する必要があります。
  
ユーザアカウントを作成して下さい



ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログインは > ユーザアカウント 『System
Configuration』 を選択 し。
 

呼び出します。 ローカル利用者域で、Add アイコンをクリックして下さい。
 



ステップ 3.ドロップダウン メニューからにユーザを追加したいと思う Username フィールド、パ
スワードおよびグループでユーザ向けの名前を入力して下さい。 [Apply] をクリックします。
 



注: クライアントがコンピュータの TheGreenBow クライアントを設定したときに、それらはこの
同じ ユーザ名およびパスワードでログイン。
 
ステップ 4. 『SAVE』 をクリック して下さい。
 

ステップ 5.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
めにもう一度『Apply』 をクリック して下さい。
 



ステップ 6 確認を受け取るとき、『OK』 をクリック して下さい。
 

今 RV160 か RV260 ルータのユーザアカウントを作成する必要があります。
  
設定 IPsec プロファイル
 
ステップ 1. RV160 か RV260 ルータの Webベース ユーティリティへのログインはおよび > 
IPSec VPN > IPSec プロファイル『VPN』 を選択 します。
 

呼び出します。 IPSec プロファイル表は既存のプロファイルを示したものです。 新しいプロファ
イルを作成するためにプラス アイコンをクリックして下さい。
 



●

注: Amazon_Web_Services、デフォルト、および Microsoft_Azure は既定値のプロファイルです
。
 
ステップ 3. Profile Name フィールドのプロファイルの名前を作成して下さい。 プロファイル名
は特殊文字のための英数字およびアンダースコアだけ（_）含まれている必要があります。
 

ステップ 4.プロファイルが認証するのに使用するキー交換方式を判別するために Radio ボタンを
クリックして下さい。 オプションは次のとおりです:
 

自動—ポリシー パラメータは自動的に設定 されます。 このオプションはデータ統合お
よび暗号化キー交換のためにインターネット キー エクスチェンジ（IKE） ポリシーを
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使用します。 これが選択される場合、オート ポリシー パラメーター領域の下のコンフ
ィギュレーションの設定は有効に なります。
手動—このオプションは VPN トンネルのデータ暗号化および統合のためのキーを手動
で設定することを可能にします。 これが選択される場合、手動ポリシー パラメーター
領域の下のコンフィギュレーションの設定は有効に なります。 これは広く利用されて
いません。
 

注: この例に関しては、自動は選択されました。
 
ステップ 5. IKE バージョンを選択して下さい。 クライアント側の TheGreenBow を設定するとき
確実で、同じバージョン選択されますであって下さい。
 

 
フェーズ 1 および 2 設定を設定して下さい
 
ステップ 1： フェーズ 1 オプション エリアで、DH（Diffie-Hellman）使用されるべき適切な
Diffie-Hellman（DH） グループをグループ ドロップダウン リストからのフェーズ 1 にキーによ
って選択して下さい。 暗号化キー交換プロトコルは Diffie-Hellman（DH）あります事前共有キー
セットを交換するのに接続で使用されている。 アルゴリズムの強度はビットによって判別されま
す。 オプションは次のとおりです:
 

Group2-1024 ビット—このオプションはキー遅いの計算しますが、グループ 1.よりセ
キュアです。
Group5-1536 ビット—このオプションはキーを最も遅いの計算しますが、セキュアです
。
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呼び出します。 暗号化ドロップダウン リストから、Encapsulating Security Payload（ESP）お
よび Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）を暗号化し、復号
化するために暗号化方法を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

トリプル DES — Triple Data Encryption Standard（3DES）。 推奨できません。 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る場合
その時だけそれを使用して下さい。
AES-128 — Advanced Encryption Standard（AES） 128 bit 鍵を使用します。 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。
AES-192 — Advanced Encryption Standard（AES） 192 ビット キーを使用します。
AES-256 — Advanced Encryption Standard（AES） 256 ビット キーを使用します。 こ
れはセキュア Encryption オプションです。
 

注: AES は DES 上の暗号化およびより大きいパフォーマンスおよびセキュリティ用のトリプル
DES の標準的な方法です。 AES キーを延ばすことはパフォーマンスのドロップするのセキュリ
ティを強化します。
 
ステップ 3 認証ドロップダウン リストから、ESP および ISAKMP がどのように認証されるか判



●

●

●

別する認証方式を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

MD5 — Message-Digest アルゴリズムに 128 ビット ハッシュ値があります。
SHA-1 — Secure Hash Algorithm（SHA） 160 ビット ハッシュ値を持っています。
SHA2-256 — Secure Hash Algorithm（SHA） 256 ビット ハッシュ値と。 これはセキ
ュアおよび最も推奨されるアルゴリズムです。
 

注: 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。
 

注: MD5 および SHA は両方とも暗号ハッシュ関数です。 彼らはデータのピースを奪取 し、密集
させ、一般的に 再現 することができないユニークな 16 進法出力を作成します。 この例では、
SHA1 は選択されます。
 
ステップ 4 SA ライフタイム フィールドでは、120 と 86400 間の値を入力して下さい。 デフォル
ト値は 28800 です。 時間数が、秒に、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。 新しい Security Association （SA）は古い 1 つが切れるとき新しい
SA は使用されて準備ができていることを確認するためにライフタイムが切れる前にネゴシエー
トされます。 デフォルトは 28800 であり、範囲は 120 から 86400 からです。 フェーズ I.の間
SA ライフタイムとして 28800 秒を使用します。
 
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。
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ステップ 5 フェーズ II オプション エリアのプロトコル選択ドロップダウン リストから、ネゴシ
エーションの第 2 フェーズに適用するためにプロトコル タイプを選択して下さい。 オプション
は次のとおりです:
 

ESP — このオプションは別名 Encapsulating Security Payload（ESP）あります。 この
オプションは保護されるべきデータをカプセル化します。 このオプションが選択され
る場合、暗号化方法を選択することをステップ 6 に進んで下さい。
AH — このオプションは別名認証ヘッダー（AH）です。 データ認証およびオプション
の リプレイ防止サービスを提供するのはセキュリティプロトコルです。 AH は保護さ
れるべき IPデータグラムで組み込まれます。 このオプションが選択される場合、ステ
ップ 7.にスキップして下さい。
 

ステップ 6 ESP がステップ 6 で選択された場合、暗号化を選択して下さい。 オプションは次の
とおりです:
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トリプル DES — Triple Data Encryption Standard（3DES）
AES-128 — Advanced Encryption Standard（AES） 128 bit 鍵を使用します。
AES-192 — Advanced Encryption Standard（AES） 192 ビット キーを使用します。
AES-256 — Advanced Encryption Standard（AES） 256 ビット キーを使用します。
 

ステップ 7 認証ドロップダウン リストから、ESP および ISAKMP がどのように認証されるか判
別する認証方式を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

MD5 — Message-Digest アルゴリズムに 128 ビット ハッシュ値があります。
SHA-1 — Secure Hash Algorithm（SHA） 160 ビット ハッシュ値を持っています。
SHA2-256 — Secure Hash Algorithm（SHA） 256 ビット ハッシュ値と。
 



ステップ 8 SA ライフタイム フィールドでは、120 と 28800 間の値を入力して下さい。 これは
IKE SA このフェーズ以内にアクティブのままになる時間です。 デフォルト値は 3600 です。
 

ステップ 9. （オプションの）チェック IPsec トラフィック暗号化および認証のための New 鍵を
生成するイネーブル完全な前方機密性 チェックボックス。 完全な前方機密性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。 この機能を有効に するためにボックスをチェックするかまたはこの機能を無効に するため
にボックスをチェックを外して下さい。 この機能は推奨されます。
 

ステップ 10： DH（Diffie-Hellman） グループ ドロップダウン リストから、フェーズ 2.にキーに
よって使用されるべきグループを DH（Diffie-Hellman）選択して下さい。 オプションは次のとお
りです:
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Group2-1024 ビット—このオプションはキー ファースト計算しますが、より少なくセ
キュアです。
Group5-1536 ビット—このオプションはキーを最も遅いの計算しますが、セキュアです
。
 

ステップ 11. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

ステップ 12： 設定を永久に保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

ステップ 13： 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
るためにもう一度『Apply』 をクリック して下さい。
 



ステップ 14： 確認を受け取るとき、『OK』 をクリック して下さい。
 

今うまく RV160 か RV260 ルータの IPsec プロファイルを設定する必要があります。
  
クライアントにサイト プロファイルを作成して下さい
 
ステップ 1. > IPSec VPN > クライアントにサイト 『VPN』 を選択 して下さい。
 



ステップ 2.プラス アイコンをクリックして下さい。
 

ステップ 3 基本的な設定の下で VPN プロファイルがアクティブであることを確認するために 
Enable チェックボックスを記録して下さい、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 VPN 接続の名前を入力して下さい。
 

ステップ 5. IPsec ドロップダウン リストから使用されるべき IPsec プロファイルを選択して下さ
い。
 

ステップ 6.インターフェイス ドロップダウン リストからインターフェイスを選択して下さい。
 

注: オプションは使用しているルータのモデルによって決まります。 この例では、WAN は選択さ
れます。
 
ステップ 7. IKE 認証方式を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 



●

●

事前共有キー—このオプションは私達が VPN 接続のために共用パスワードを使用する
ことを可能にします。
certificate —このオプション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、満了日、および証明書の所有者の公開キーのコピー使用します
デジタル証明書。
 

注: 事前共有キーはサイトでおよびクライアントと彼らがコンピュータの TheGreenBow クライア
ントを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。
 
ステップ 8. Pre-Shared Key フィールドで接続パスワードを入力して下さい。
 

ステップ 9. （オプションの）は単純なパスワードを使用できるために最小事前共有キー複雑な状
況 Enable チェックボックスのチェックを外します。
 

注: この例では、最小事前共有キー複雑な状況はイネーブルのままになります。
 



●

●

●

●

●

●

●

ステップ 10. （オプションの）チェック平文でパスワードを示す提示事前共有キー Enable チェ
ックボックス。
 

注: この例では、事前共有キーが無効に残っていることを示して下さい。
 
ステップ 11.ローカル識別子ドロップダウン リストからローカル識別子を選択して下さい。 オプ
ションは次のとおりです:
 

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 address —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。 これはサイト（オフィス）にルータの WAN IP アドレスです。
FQDN — このオプションは別名完全修飾ドメイン名 （FQDN）です。 それはインター
ネットの特定のコンピュータのために完全なドメイン名を使用することを可能にします
。
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。
 

注: この例では、IP アドレスは選択され、サイトのルータの WAN IP アドレスは入ります。 この
例では、24.x.x.x は入りました。 完全なアドレスはプライバシー目的で汚れました。
 
ステップ 12： リモートホストのための識別を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

ip address —このオプションは VPN クライアントの WAN IP アドレスを使用します。
IP」は Webブラウザにである何「入力できる WAN IP アドレスを調べるため。 これは
クライアントIPアドレスです。
FQDN — ドメイン ネームの絶対表記。 このオプションはインターネットの特定のコン
ピュータのために完全なドメイン名を使用することを可能にします。
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。
 

注: この例では、IP アドレスは選択され、クライアントの居場所のルータの現在の IPv4 アドレス



は入ります。 これは検索をのための「することによって Webブラウザの IP アドレス」はである
何判別することができます。 このアドレスは正常な設定の後で接続する問題があればこれクライ
アントでおよびサイトで確認・変更するべきエリアである場合もありますそう変更できます。
 

ステップ 13： （オプションの）機能をアクティブ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。 アクティブにされたとき、これはリモートユーザが認められる前に VPN へ
の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。
 

ステップ 14： （オプションの）プラス アイコンをクリックしてユーザをドロップダウン リスト
から選択するために拡張認証を使用するグループを選択すれば。
 

注: この例では、VPNUsers は選択されます。
 
ステップ 15： クライアント LAN のためのプール範囲の下で、最初の IP を入力し、VPN クライ
アントに割り当てることができる IP アドレスを終了して下さい。 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。 これらは仮想インターフェイスと言
われるかもしれません。 受け取れば仮想インターフェイスがこれ変更される必要があるメッセー
ジはそれを固定するところにです。
 

ステップ 16： 高度 Settings タブを選択して下さい。



ステップ 17： （オプションの）ページの一番下にスクロールし、『Aggressive Mode』 を選択
して下さい。 アグレッシブモード 機能は IP Security （IPSec） ピアのための RADIUS トンネル
属性を規定 し、トンネルのインターネット キー エクスチェンジ（IKE） アグレッシブモード ネ
ゴシエーションを始めることを可能にします。 アグレッシブモードに関する詳細については対主
要なモードここをクリックして下さい。
 

注: 圧縮チェックボックスは接続を開始するとき圧縮を提案することをルータが可能にします。
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。 この例では、圧縮はチェックを外されて残ってい
ました。
 
ステップ 18： [Apply] をクリックします。
 

ステップ 19： [Save] をクリックします。
 

ステップ 20： 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
るためにもう一度『Apply』 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 21： 確認を受け取るとき、『OK』 をクリック して下さい。
 

今 TheGreenBow VPN Client のためのルータのクライアントにサイト トンネルを設定する必要が
あります。
  
リモートワーカーのコンピュータの設定 TheGreenBow VPN
Client
 
設定フェーズ 1 設定
 
TheGreenBow IPSec VPN クライアントソフトウェアの最新リリースをダウンロードするために
、ここをクリックして下さい。
 
ステップ 1.右クリック TheGreenBow VPN Client アイコン。 これはタスクバーのより低い右隅に
あります。
 

http://www.thegreenbow.com/vpn_products.html
http://www.thegreenbow.com/vpn_products.html


ステップ 2.パネルを『Configuration』 を選択 して下さい。
 



注: これは Windows コンピュータの例です。 これは使用するソフトウェアによって変わるかもし
れません。
 
ステップ 3. V1 IPsec トンネル生成 ウィザードを『IKE』 を選択 して下さい。
 

注: この例では、IKE バージョン 1 は設定されています。 IKE バージョン 2 を設定することを望
んだ場合同じステップ IKE V2 フォルダの右クリックに続きます。 またサイトでルータの IPsec
プロファイルに IKEv2 を選択する必要があります。
 



ステップ 4.ファイル サーバーが取付けられるところサイト（オフィス）、サイトのリモートネッ
トワークの事前共有キーおよび私用内部アドレスでルータの公共 WAN IP アドレスを記入して下
さい。 [Next] をクリックします。 この例では、サイトは 24.x.x.x です。 最後の 3 オクテット
（この IP アドレスの数字の組合せ）は x とこのネットワークを保護するために取り替えられまし
た。 完全な IP アドレスを入力します。
 

ステップ 5. 『Finish』 をクリック して下さい。
 

ステップ 6 （オプションの） IKE V1 パラメータを変更できます。 最小 TheGreenBow デフォル
トおよび最大ライフタイムは調節することができます。 この場所でルータが受け入れるライフタ
イムの範囲ものは何でも入力することができます。
 



ステップ 7.作成したゲートウェイをクリックして下さい。
 



ステップ 8 Authentication タブでの下の見ますローカル アドレスのドロップダウン リストを当た
ります。 1 つを選択するか、または下記に示されているように、選択できます。
 

ステップ 9.リモートゲートウェイ フィールドでリモートゲートウェイのアドレスを入力して下さ
い。 これは IP アドレスまたは DNS 名のどれである場合もあります。 これはサイト（オフィス



●

●

）にルータのためのパブリックIPアドレスのアドレスです。
 

ステップ 10： 認証の下で、認証種別を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

事前共有キー—このオプションはユーザが VPNゲートウェイで設定されたパスワード
を使用することを可能にします。 パスワードはユーザによって VPN トンネルを確立で
きるために一致されなければなりません。
certificate —このオプションは VPN Client と VPNゲートウェイ間のハンドシェイクを
完了するのに証明書を利用します。
 

注: この例では、ルータで設定された事前共有キーは入り、確認されました。
 
ステップ 11： IKE の下で、ルータの設定を一致するために暗号化、認証およびキー グループ設
定を行って下さい。
 



ステップ 12： [Advanced] タブをクリックします。
 

ステップ 13： 進んだ機能の下で、モード Config および Aggressive Mode チェックボックスをチ
ェックして下さい。 この例のクライアントにサイト プロファイルのアグレッシブモードは
RV160 で選択されました。 自動に設定 する NAT-T を残して下さい。
 

注: 有効に されて モード構成が TheGreenBow VPN Client はトンネルを確立するように試みるよ
うに VPNゲートウェイからの設定を引っ張ります。 NAT-T は接続のより速く確立を作ります。
 
ステップ 14： （オプションの） X-Auth の下で、接続を開始するとき自動的に Login ウィンドウ
を抜くために X-Auth ポップアップ チェックボックスをチェックできます。 Login ウィンドウは
ユーザがトンネルを完了できるために資格情報を入力するところにです。
 



ステップ 15： ポップアップ X-Auth を選択しない場合（オプションの） Login フィールドでユー
ザ名を入力して下さい。 これはユーザアカウントがサイトの VPNゲートウェイおよびパスワー
ドで作成されたときに入力されたユーザネームです。
 

ステップ 16： ローカルおよびリモート ID の下で、VPNゲートウェイの設定を一致するためにロ
ーカル ID およびリモート ID を設定 して下さい。
 

注: この例では RV160 か RV260 VPNゲートウェイの設定を一致するために、ローカル ID および
リモート両方 ID は IP アドレスに設定 されます。
 
ステップ 17： ID の値の下で、それぞれフィールドでローカル ID およびリモート ID を入力して
下さい。 ローカル ID はクライアントのための WAN IP アドレスです。 これは Web 検索をのた
めの「することによって IP」はである何検索することができます。 リモート ID はサイトにルー
タの WAN IP アドレスです。
 



ステップ 18： 『Configuration』 をクリック し、『SAVE』 を選択 して下さい。
 

 
トンネル設定を設定して下さい
 
ステップ 1. IKev1Tunnel(1) （あなたのは別の名前があるかもしれません）および IPSec タブを
クリックして下さい。 VPN Client アドレスは自動的に Ikev1Gateway 詳細設定の構成を『
Mode』 を選択 した場合読み込まれます。 これは遠隔地でコンピュータ/ラップトップのローカ
ル IP アドレスを表示します。
 

ステップ 2. VPN クライアントがアドレス タイプ ドロップダウン リストからアクセスできるアド



レス タイプを選択して下さい。 これは単一のアドレス、アドレス範囲、またはサブネット アド
レスのどちらである場合もあります。 デフォルトは、サブネット アドレス、自動的に VPN
Client アドレス（コンピュータのローカル IP アドレス）、リモートLAN アドレスおよびサブネッ
トマスクが含まれています。 単一のアドレスかアドレス範囲が選択される場合、これらのフィー
ルドは手動で記入される必要があります。 サブネットマスク フィールドのリモートネットワーク
のリモートLAN address フィールドおよびサブネットマスクの VPN トンネルによってアクセス
する必要があるネットワーク・アドレスを入力して下さい。
 

注: この例では、単一のアドレスは選択され、サイトのルータのローカル IP アドレスは入力され
ます。
 
ステップ 3 ESP の下で、サイト（オフィス）で VPNゲートウェイの設定を一致するために暗号
化、認証およびモードを設定 して下さい。
 

PFS の下のステップ 4. （オプションの）は、完全な前方機密性（PFS）を有効に するために 
PFS チェックボックスをチェックします。 PFS はセッションを暗号化するためのランダム キー
を生成します。 設定 する グループ ドロップダウン リストから PFS グループを選択して下さい
。 ルータで有効に なった場合、またここに有効に する必要があります。
 

Ikev1Gateway の名前のステップ 5. （オプションの）右クリックはそれの名前を変更することを
望んだ場合名前変更セクションをクリックし。
 



ステップ 6. 『Configuration』 をクリック し、『SAVE』 を選択 して下さい。
 



今うまく TheGreenBow VPN Client を VPN によって RV160 か RV260 ルータに接続するために
設定する必要があります。
  
クライアントとして VPN 接続を開始して下さい
 
ステップ 1： 開いた TheGreenBow があるのでトンネルを右クリックし、接続を始めるためにト
ンネルを『Open』 を選択 することができます。
 



注: またトンネルをダブルクリックによってトンネルを開くことができます。
 
新しいセッションを始めて、TheGreenBow を閉じたらステップ 2. （オプションの）は、画面の
右側の TheGreenBow VPN Client アイコンをクリックします。
 



新しいセッションを設定し、従われたステップ 2.に使用し、『Open』 をクリック することを必
要とする VPN 接続を選択すれば場合その時だけステップ 3. （オプションの）はこのステップ必
要です。 VPN 接続は自動的に開始する必要があります。
 



ステップ 4 トンネルが接続される場合グリーン範囲はトンネルの隣で現われます。 感嘆符を見れ
ばエラーを検出するためにそれをクリックできます。
 



接続されることを確認するステップ 5. （オプションの）はクライアント コンピュータから、コ
マンド プロンプトにアクセスします。
 



次にステップ 6. （オプションの）はサイトでルータの PING および私用 LAN IP アドレスを入力
します。 応答を受け取れば接続されます。
 

 
VPN ステータスを確認して下さい



サイトで VPN ステータスを確認して下さい
 
ステップ 1. RV160 または RV260 の VPNゲートウェイの Webベース ユーティリティにログイン
して下さい。
 

ステップ 2.統計情報 > VPN ステータス『Status』 を選択 すれば。
 



ステップ 3 クライアントにサイト トンネルステータスの下で、接続テーブルの Connections カラ
ムをチェックして下さい。 確認される VPN 接続を見るはずです。
 

ステップ 4.より多くの詳細を参照するために目アイコンをクリックして下さい。
 

ステップ 5 クライアントにサイト VPN ステータスの詳細はここに示されています。 設定で設定
されたアドレスのプールから割り当てられたクライアントの WAN IP アドレスに、ローカル IP
アドレス注意します。 それはまた送信されるバイトおよびパケットを示し、彼として接続時間同



様に受け取りました。 クライアントを切ることを望んだ場合処理の下でブルー壊されたチェーン 
アイコンをクリックして下さい。 インスペクションの後で閉じるために右上隅の x をクリックし
て下さい。
 

 
結論
 
今 RV160 か RV260 ルータの VPN 接続の設定を完了し、確認する必要があり TheGreenBow
VPN Client に VPN によってルータに同様に接続するために設定してもらいます。
 


	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
	目標
	概要
	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
	クライアントにサイト ネットワークの基本的なトポロジー
	目次
	サイトの RV160 か RV260 ルータの設定
	クライアント Location の設定
	RV160 または RV260 の接続をチェックして下さい

	適当なデバイス
	[Software Version]
	RV160 か RV260 ルータのサイトの設定 VPN Client
	ユーザグループを作成して下さい
	ユーザアカウントを作成して下さい
	設定 IPsec プロファイル
	フェーズ 1 および 2 設定を設定して下さい
	クライアントにサイト プロファイルを作成して下さい

	リモートワーカーのコンピュータの設定 TheGreenBow VPN Client
	設定フェーズ 1 設定
	トンネル設定を設定して下さい
	クライアントとして VPN 接続を開始して下さい

	VPN ステータスを確認して下さい
	サイトで VPN ステータスを確認して下さい

	結論


