
RV120W および RV220W に IKE ポリシーを追
加して下さい 

目標
 

インターネット キー エクスチェンジ（IKE）はプロトコルです 2 つのネットワーク間の信
頼できる接続を確立する。 この技術情報は RV220W 無線ルータに IKE プロファイルを追加
する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV220W
  

IKE ポリシー設定
 

インターネット キー エクスチェンジ（IKE）は VPN で通信のための信頼できる接続を確立
するのに使用されるプロトコルです。 確立されるこれは信頼できる接続 Security
Association （SA）と呼ばれます。 このプロシージャはセキュリティ用の使用するために
VPN 接続のための IKE ポリシーを設定する方法を説明します。 適切に機能する VPN に関
しては両端ポイントのための IKE ポリシーは同一であるはずです。
 
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は VPN のセットア
ップを『VPN』 を選択 しましたり > 進め。 高度 VPN のセットアップ ページは開きます:
 

 
ステップ 2.新しい IKE ポリシーを作成するために『Add』 をクリック して下さい。 IKE ポ
リシーを編集するために、チェックボックスを編集されるべき望ましいポリシーがあるよう
に確認し、『Edit』 をクリック して下さい。 高度 VPN のセットアップ ページは開きます:
 



 
呼び出します。 Policy Name フィールドでは、IKE ポリシーの名前を入力して下さい。
 
ステップ 3. Exchange モード ドロップダウン リストからオプションを選択して下さい:
 

• main —このオプションは IKE ポリシーがアグレッシブモードより遅いもっと安全に動作
するようにします。 より多くのセキュア VPN 接続が必要である場合このオプションを選
択して下さい。
 
• 積極的—このオプションは IKE ポリシー主要なモードよりより少しが安全に速く動作す
るようにします。 より速い VPN 接続が必要である場合このオプションを選択して下さい
。
 



 
ステップ 4.暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストからアルゴリズムを選択して下さい:
 

• DES —データ暗号化規格（DES）が 56 ビット、非常にセキュア暗号化方法ので、しか
しに下位互換性必要となるかもしれません古い暗号化方法。
 
• トリプル DES — Triple Data Encryption Standard(3DES) は 3 回データを暗号化するので
168 ビット、キー サイズを増加するのに使用される簡単な暗号化方法です。 これは DES
よりより多くのセキュリティ AES よりより少ないセキュリティを提供します。
 
• AES-128 — Advanced Encryption Standard（AES） 128 bit 鍵と（AES-128） AES 暗号
化のために 128 bit 鍵を使用します。 AES は DES よりセキュア ファーストおよびです。
一般に、AES はトリプル DES よりセキュアまたファーストおよびです。 AES-128 はファ
ーストですが、AES-192 および AES-256 よりより少なく保護します。
 
• AES-192 — AES-192 は AES 暗号化のために 192 ビット キーを使用します。 AES-192
は遅く AES-128 よりセキュア、速くでが、が、AES-256 よりより少なく保護します。
 
• AES-256 — AES-256 は AES 暗号化のために 256 ビット キーを使用します。 AES-256
は遅い AES-128 および AES-192 よりセキュアでありではない。
 

ステップ 5. choose 認証アルゴリズム ドロップダウン リストからの認証を望みました:
 

• MD5 — Message-Digest アルゴリズム 5 （MD5）は認証のために 128 ビット ハッシュ
値を使用します。 MD5 はより少なくセキュアしかし SHA-1 および SHA2-256 より速くで
す。
 
• SHA-1 —セキュア ハッシュ 機能 1 （SHA-1）使用認証の 160 ビット ハッシュ値。
SHA-1 は遅く MD5 よりセキュア、速くでが、が、SHA2-256 よりより少なく保護します
。
 
• SHA2-256 — Secure Hash Algorithm（SHA） 256 ビット ハッシュ値（SHA2-256）との
2 つは認証のために 256 ビット ハッシュ値を使用します。 SHA2-256 は遅い MD5 および
SHA-1 よりセキュアでありではない。
 

ステップ 6 Pre-Shared Key フィールドでは、IKE ポリシーが使用する事前共有キーを入力
して下さい。
 



ステップ 7 Diffie-Hellman（DH） グループ ドロップダウン リストから、選択して下さい
DH（Diffie-Hellman） IKE 使用をグループ化する。 DH（Diffie-Hellman） グループのホス
トは互いのナレッジなしでキーを交換できます。 グループ ビット番号がより高ければ、セ
キュア グループはです。
 
ステップ 8. SA が SA ライフタイム フィールドで更新される前に（秒で） VPN のための
SA がどの位持続するか入力して下さい。
 
ステップ 9. （オプションの）チェック Dead Peer Detection （DPD）を有効に する Dead
Peer Detection フィールドの Enable チェックボックス。 DPD はピアが機能し終えたかど
うか見るために IKE 同位を監察します。 DPD は非アクティブ同位のネットワーク リソー
スの無駄を防ぎます。
 
どの位の割りでかステップ 9 のイネーブルになった DPD、入力する場合ステップ 10. （オ
プションの） （秒で）ピアは DPD 遅延フィールドのアクティビティがあるように確認され
ます。
 
何秒を非アクティブ ピアの前に待つことは廃棄されたイン DPD タイムアウト フィールド
であるかステップ 9 のイネーブルになった DPD、入る場合ステップ 11. （オプションの
）。
 

 
ステップ 12： （オプションの）拡張認証（XAUTH）を有効に するために XAUTH Type フ
ィールドの Enable チェックボックスをチェックして下さい。 XAUTH は複数のユーザーが
各ユーザ向けに VPN ポリシーよりもむしろ単一 VPN ポリシーを使用することを可能にし
ます。
 
ステップ 13： Username フィールドでポリシーのために使用するためにステップ 12 のイ
ネーブルになった XAUTH、ユーザー名を入力する場合（オプションの）。
 
ステップ 14： Password フィールドでポリシーのために使用するためにステップ 12 のイネ
ーブルになった XAUTH、パスワードを入力する場合（オプションの）。
 
ステップ 15： すべての設定を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

プロシージャのステップ
 

ステップ 1： 左のメニューから > IPsec > 基本的な VPN のセットアップ 『VPN』 を選択
するのにルータコンフィギュレーション ユーティリティを使用して下さい。 高度 VPN の
セットアップ ページは開きます:
 



 
呼び出します。 IKE ポリシー表の下で、『Add』 をクリック して下さい。
 
ステップ 3. Policy Name フィールドで IKE ポリシー名を入力して下さい。
 

 
ステップ 4 方向/型ドロップダウン メニューから、プロファイル型を選択して下さい。
 

• 発信側—リモート エンドへの接続を開始します
 
• 応答側—接続を開始するリモート エンドのための待機
 
• 両方—両方の型を行います
 



 
ステップ 5 Exchange モード ドロップダウン メニューから、プロファイルが行う交換の種
類を選択して下さい。
 

• main —より遅い高い安全性実行を持っています
 
• 積極的—より速くしかしより少なく保護して下さい
 

 
 
ステップ 6 ローカル識別子型ドロップダウン メニューから、プロファイルが持っている識
別の種類を選択して下さい。
 

• インターネットを通してなされるローカル WAN （インターネット） ip —接続
 
• FQDN — www.example.com のようなドメイン ネームの絶対表記
 
• ユーザ FQDN — user@email.com のようなユーザ eメールアドレス
 



• DER ASN1 DN —情報を送信するのに DER ASN1 を使用する識別名
 
注: FQDN、ユーザ FQDN、または DER ASN1 DN を選択したら、識別子名を入力して下
さい。
 

 
ステップ 7 リモート識別子の型ドロップダウン メニューから、プロファイルが持っている
識別の種類を選択して下さい。
 

• インターネットを通してなされるリモート WAN （インターネット） ip —接続
 
注: FQDN、ユーザ FQDN、または DER ASN1 DN を選択したら、識別子名を入力して下
さい。
 



 
ステップ 8 暗号化アルゴリズム ドロップダウン メニューから、通信を暗号化するためにア
ルゴリズムを選択して下さい。
 

• DES — Data Encryption Standard（DES）
 
• トリプル DES — Triple Data Encryption Standard（3DES）
 
• AES-128 — Advanced Encryption Standard（AES） 128 bit 鍵と
 
• AES-192 — Advanced Encryption Standard（AES） 192 ビット キーと
 
• AES-256 — Advanced Encryption Standard（AES） 256 ビット キーと
 



 
ステップ 9： 認証アルゴリズム ドロップダウン メニューから、通信を認証するためにアル
ゴリズムを選択して下さい。
 

• MD5 —メッセージ ダイジェスト 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
 
• SHA2-385 — Secure Hash Algorithm（SHA） 385 ビット ハッシュ値と
 
• SHA2-512 — Secure Hash Algorithm（SHA） 512 ビット ハッシュ値を持っています
 



 
ステップ 10： 認証方式ドロップダウン メニューから、通信を認証するために方式を選択し
て下さい。
 

• 事前共有キー—パスワード
 
• RSA シグニチャ—接続を認証するのに証明書を使用して下さい
 
注: 『Pre-Shared Key』 を選択 する場合、事前共有キーを入力して下さい。
 

 



ステップ 11： Diffie-Hellman（DH） グループ ドロップダウン メニューから、グループを
DH（Diffie-Hellman）選択して下さい。
 
注: ビットの数はセキュリティ レベルを示します。 接続の両端は同じグループにある必要
があります。
 
ステップ 12： SA ライフタイム フィールドでは、セキュリティ結合が秒以内に有効どの位
であるか入力して下さい。
 

 
ステップ 13： 非アクティブ ピアでの接続を無効に したいと思う場合 Dead Peer Detection
の隣で Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 
注: 検出期間フィールドのアイドル状態のメッセージ間の秒にイネーブルになった Dead
Peer Detection、間隔を入力すれば。 失敗カウント フィールドの後の再接続では、アイド
ル状態のメッセージが切る前に受け取られる回数に入って下さい。
 



 
ステップ 14： XAUTH 型ドロップダウン メニューから、拡張認証（XAUTH）のモードを選
択して下さい。
 

• どれも—無効 XAUTH
 
• エッジ デバイス—認証種別 フィールドで認証種別を入力して下さい。
 

—ユーザデータベース—ルータのユーザアカウントが認証するのに使用されています
 
—半径 PAP —パスワード認証プロトコルはパスワードを使用します
 
—半径 CHAP — Challenge-Handshake Authentication Protocol は定期的に認証をチェッ
クします
 

• IPsec は Username フィールドで host — ホストおよび Password フィールドでパスワー
ドのためのユーザ名を入力します。
 

ステップ 15： 変更を、キャンセル変更の保存なしで前のページへの戻りに戻って変更を保
存するために、または廃棄するために『SAVE』 をクリック して下さい。
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