
RV180 および RV180W VPN ルータのインター
ネット キー エクスチェンジ（IKE） ポリシー設
定 

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セ
キュアコミュニケーションを確立する。 IKE を使うと、パケットは 2 党が使用するキーに
よって暗号化され、ロックされ、ロック解除されます。 この技術情報は RV180 および
RV180W VPN 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
 

• RV180
 
• RV180W
  

プロシージャのステップ
 

ステップ 1： 『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 
> IPsec > 進めました左のメニューからの VPN のセットアップを使用して下さい。
 

 
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 フィールドでは、IKE ポリシーの名前を入力して下さい。
 
ステップ 4 方向/型ドロップダウン メニューから、ほしいプロファイルの種類を選択して下
さい。
 

• 発信側—このオプションはリモート エンドが付いている接続を開始します。
 
• 応答側—このオプションは接続を開始するためにリモート エンドを待っています。
 



• 両方とも—このオプションは接続を開始し、接続を待っています。
 

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 —このオプションに高い安全性がありますが、より遅いです。
 
• 積極的—このオプションはより速く接続しますが、より少ないセキュリティがあります
。
 

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。
 

• ローカル WAN （インターネット） ip —このオプションはインターネットを通って接続
します。
 
• FQDN —このオプションは www.example.com のような完全修飾ドメイン ネームです。
Identifier フィールドでドメイン名か IP アドレスを入力して下さい。
 
• ユーザ FQDN —このオプションは user@email.com のようなユーザ eメールアドレスで
す。 Identifier フィールドでドメイン名か IP アドレスを入力して下さい。
 
• DER ASN1 DN —このオプションは情報を送信するのに DER ASN1 を使用する識別名で
す。 Identifier フィールドでドメイン名か IP アドレスを入力して下さい。
 

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。 FQDN に関しては、ユーザ FQDN および DER ASN1 DN は
ファイルされる識別子で、ドメイン名か IP アドレスを入力します。
 
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 —このオプションは Data Encryption Standard（DES）あります。
 
• トリプル DES —このオプションは Triple Data Encryption Standard（3DES）あります。
 
• 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 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 — Messege 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—このオプションはパスワードを必要とします。 Pre-Shared Key フィール
ドでパスワードを入力して下さい。
 
• RSA シグニチャ—このオプションは証明書を接続を認証するのに使用します。
 

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。 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。 障害カウント フィールドの後の再接続では、回数ア



イドル状態メッセージを受け取られます切る前に入力して下さい。
 
ステップ 14： XAUTH 型ドロップダウン メニューから、拡大認証 （XAUTH）のモードを
選択して下さい。 XAUTH は出会うべき VPN クライアントにおける追加認証方式です。
 

• なし—このオプションは XAUTH を無効に します。
 
• エッジ デバイス—このオプションは認証種別ドロップダウン メニューから認証種別を選
択するように要求します。
 

—ユーザデータベース—ルータのユーザアカウントがユーザを認証するのに使用されて
います。
 
—半径 PAP —このオプションは RADIUSサーバおよび Password Authentication Protocol
（PAP）をユーザを認証するのに使用します。
 
—半径 CHAP —このオプションは RADIUSサーバおよび Challenge Handshake
Authentication Protocol （CHAP）をユーザを認証するのに使用します。 CHAP は定期的
に 認証をチェックします。
 

• IPsec は host —このオプション ルータがリモートゲートウェイによって認証されるよう
にします。 このオプションはユーザ名 および パスワードを必要とします。 Username フ
ィールドでホストおよび Password フィールドでパスワードのためのユーザ名を入力して
下さい。
 

ステップ 15： 変更を、キャンセル変更の保存なしで前 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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