
RV016、RV042、RV042G および RV082 VPN
ルータの VPN トンネルセットアップ 

目標
 

バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）は 2 つのエンドポイント間の信頼できる接
続です。 そのプライベート ネットワークはこれら二つの場所の間で安全に データを送信
しますまたはネットワークは VPN トンネルによって、確立されます。 VPN トンネルはエ
ンドポイントがネットワークの内にあったように 2 つの PC かネットワークを接続し、デー
タがインターネットに送信されるようにします。 VPN は LAN の外に頻繁に旅するか、ま
たはあるなる従業員がある会社のためのよいソリューションです。 VPN を使うと、これら
の従業員は LAN にジョブをするのにアクセスできおよび利用可能 なリソースを使用できま
す。 また、VPN は 2つ以上のサイトを接続できます従って異なるブランチを持つ会社は互
いに通信できます。
 
注: RV はゲートウェイへのルータ シリーズ オファーを VPN、ゲートウェイ間およびクラ
イアントの 2 つの型配線しました。 接続の両側で、IPSec 値はきちんとはたらく VPN 接続
のために同じである必要があります。 なお、接続の両側は異なる LAN に属する必要があり
ます。 次のステップは RV によって配線されるルータ シリーズの VPN を設定する方法を
説明します。
 
この技術情報の為に、VPN 設定はゲートウェイ間です。
 
この技術情報は RV016 RV042、RV042G および RV082 VPN ルータの VPN トンネルを設
定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

[Software Version]
 

• v4.2.1.02
  

VPN のセットアップ
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティ ページへのログインは > ゲート
ウェイ間『VPN』 を選択 し。 ゲートウェイ間ページは開きます:
 
注: クライアントをゲートウェイ VPN トンネルに設定するために、ゲートウェイに > クラ
イアント 『VPN』 を選択 して下さい。
 



 



呼び出します。 トンネル名 フィールドでは、VPN トンネルの名前を入力して下さい。
 
ステップ 3 インターフェイス ドロップダウン リストで、利用可能 な WANインターフェイ
スの 1 つを選択して下さい。 これは反対側との VPN トンネルを確立するインターフェイス
です。
 
ステップ 4 ローカル グループ セットアップの下で、局地 警戒 ゲートウェイ タイプ ドロッ
プダウン リストで、該当オプションの 1 つを選択して下さい:
 

• IP だけ—ルータがインターネット接続のための静的IP アドレスで設定される場合このオ
プションを選択して下さい。
 
• IP + ドメイン名（FQDN）認証—ルータがインターネット接続のための静的IP アドレス
および登録済みのドメイン名で設定される場合このオプションを選択して下さい。
 
• IP + Eメールアドレス（ユーザ FQDN）認証—ルータがインターネット接続のための静
的IP アドレスで設定され、eメールアドレスが認証のための使用場合このオプションを選
択して下さい。
 
• 動的IP + ドメイン名（FQDN）認証—ルータがダイナミックIPアドレスで設定され、ダ
イナミック ドメイン名が認証のために使用されたら場合このオプションを選択して下さい
。
 
• 動的IP + Eメールアドレス（ユーザ FQDN）認証—ルータにインターネット接続のため
のダイナミックIPアドレスが選択して下さい、認証のためのダイナミック ドメイン名を持
たないし、あったらが代りに eメールアドレスは認証のためにために使用されますこのオ
プションを。
 

ステップ 5 ローカル グループ セットアップの下で、局地 警戒 グループ タイプ ドロップダ
ウン リストで、オプションの 1 つを選択して下さい:
 

• ip address —このオプションはこの VPN トンネルを使用できる 1 つのデバイスを規定
することを可能にします。 ただデバイスの IP アドレスを入力する必要があります。
 
• サブネット— VPN トンネルを使用するために同じ サブネットに属するすべてのデバイ
スを割り当てるこのオプションを選択して下さい。 ネットワークIPアドレスおよびそれぞ
れサブネット マスクを入力する必要があります。
 
• IP は range — VPN トンネルを使用できるデバイスの範囲を規定 するこのオプションを
選択します。 デバイスの範囲の最初の IP アドレスおよび最後の IP アドレスを入力する必
要があります。
 

ステップ 6 リモート グループセットアップの下で、リモート局地 警戒 ゲートウェイ タイ
プ ドロップダウン リストで、次のいずれかを選択して下さい:
 

• IP だけ—ルータがインターネット接続のための静的IP アドレスで設定される場合このオ
プションを選択して下さい。
 
• IP + ドメイン名（FQDN）認証—ルータがインターネット接続のための静的IP アドレス
および登録済みのドメイン名で設定される場合このオプションを選択して下さい。
 
• IP + Eメールアドレス（ユーザ FQDN）認証—ルータがインターネット接続のための静
的IP アドレスで設定され、eメールアドレスが認証のための使用場合このオプションを選
択して下さい。
 
• 動的IP + ドメイン名（FQDN）認証—ルータがダイナミックIPアドレスで設定され、ダ



イナミック ドメイン名が認証のために使用されたら場合このオプションを選択して下さい
。
 
• 動的IP + Eメールアドレス（ユーザ FQDN）認証—ルータにインターネット接続のため
のダイナミックIPアドレスが選択して下さい、認証のためのダイナミック ドメイン名を持
たないし、あったらが代りに eメールアドレスは認証のためにために使用されますこのオ
プションを。
 

ステップ 7 リモート局地 警戒 ゲートウェイ タイプとしてだけ IP を選択する場合、下記の
ようにドロップダウン リストからこれらのオプションの 1 つを選択して下さい:
 

• ip —隣接したフィールドで IP アドレスを入力するこのオプションを選択して下さい。
 
• 解決される DNS による IP —リモートゲートウェイの IP アドレスを知らなかったらこの
オプションを、入力します隣接したフィールドで他のルータの名前を選択して下さい。
 

ステップ 8 リモート グループセットアップの下で、リモート セキュリティグループ型ドロ
ップダウン リストで、次のいずれかを選択して下さい:
 

• ip address —このオプションはこの VPN トンネルを使用できる 1 つのデバイスを規定
することを可能にします。 ただデバイスの IP アドレスを入力する必要があります。
 
• サブネット— VPN トンネルを使用するために同じ サブネットに属するすべてのデバイ
スを割り当てるこのオプションを選択して下さい。 ネットワークIPアドレスおよびそれぞ
れサブネット マスクを入力する必要があります。
 
• IP は range — VPN トンネルを使用できるデバイスの範囲を規定 するこのオプションを
選択します。 デバイスの範囲の最初の IP アドレスおよび最後の IP アドレスを入力する必
要があります。
 

ステップ 9： IPSec セットアップの下で、キー入力 モード ドロップダウン リストで、オプ
ションの 1 つを選択して下さい:
 

• 手動—このオプションは VPN 接続の他のルータによってキーをネゴシエートするかわり
にキーを手動で設定することを可能にします。
 
• 事前共有キーの IKE —プロトコル（IKE）を Internet Key Exchange（IKE） 有効に する
VPN トンネルのセキュリティ結合を設定したこのオプションを選択して下さい。 IKE は
事前共有キーをリモートピアを認証するのに使用します。
 

ステップ 10. （デフィーヘルマン） VPN トンネルの両端が暗号化キーを共有するようにす
る鍵交換プロトコルは DH（Diffie-Hellman）あります。 フェーズ 1 DH（Diffie-Hellman）
グループおよびフェーズ 2 DH（Diffie-Hellman） グループ ドロップダウン リストで、次の
いずれかを選択して下さい:
 

• グループ 1 - 768 ビット—オファーはより速く速度を交換しますが、セキュリティを下げ
ます。 VPN セッションがファーストであることを必要とし、セキュリティが問題でなか
ったら、このオプションを選択して下さい。
 
• グループ 2 - 1024 ビット—はグループ 1 よりより多くのセキュリティ、それをあります
より多くの処理時間が提供しますが。 これはセキュリティおよび速度の点では平衡型オプ
ションです。
 
• Group 3 は- 1536 ビット—より少ない速度より多くのセキュリティを提供します。 VPN
セッションがセキュアであることを必要とし速度が問題でなければ場合、このオプション



を選択するため。
 

ステップ 11： フェーズ 1 暗号化およびフェーズ 2 暗号化ドロップダウン リストで、キー
の暗号化および復号化のための次のいずれかを選択して下さい:
 

• DES — Data Encryption Standard（DES）、これは 56 ビット パケットのキーを暗号化
するデータの暗号化のための基本 アルゴリズムです。
 
• トリプル DES — Triple Data Encryption Standard（3DES）、このアルゴリズムは 3 つの
64 のビット パケットのキーを暗号化します。 それは DES よりセキュアです。
 
• AES-128 — Advanced Encryption Standard（AES）、このアルゴリズムは暗号化および
復号化のために同じキーを使用します。 それは DES よりより多くのセキュリティを提供
します。 そのキーサイズは 128 ビットです
 
• AES-192 — AES-128、しかしキーサイズに類似した 192 ビットはです。
 
• AES-256 — AES-128、しかしキーサイズに類似した 256 ビットはです。 これは利用可
能 なセキュア暗号化アルゴリズムです。
 

ステップ 12： フェーズ 1 つの認証およびフェーズ 2 認証ドロップダウン リストで、これ
らのオプションの 1 つを選択して下さい:
 

• SHA1 —このアルゴリズムは 160 ビットのハッシュ 値を生成 します。 この値によって
、アルゴリズムは交換されるデータの統合があるように確認しデータが変更しなかったこ
とを確かめます。
 
• MD5 —これは認証の目的でアルゴリズム 設計です。 このアルゴリズムは VPN トンネル
の 2 つの終わり間の共用情報の統合をチェックします。 それは VPN トンネルの両端のキ
ーを認証するために共有されるハッシュ 値を生成 します。
 

ステップ 13： フェーズ 1 つの SA ライフタイムおよびフェーズ 2 SA ライフタイム フィー
ルドでは、時間に入って下さい（秒で） VPN トンネルがフェーズにアクティブである。 フ
ェーズ 1 のデフォルト値は 28800 秒です。 フェーズ 2 のデフォルト値は 3600 秒です。
 
注: フェーズ 1 およびフェーズ 2 設定は両方のルータに同じである必要があります。
 
ステップ 14： （オプションの）完全転送秘密 （PFS）を有効に するために完全転送秘密 
チェックボックスをチェックして下さい。 PFS を使うと、IKE フェーズ 2 ネゴシエーショ
ンはより多くのセキュリティを実行する暗号化および認証のための新しいデータを生成しま
す。
 
ステップ 15： 事前共有キーでは、ルータが両方とも認証のために共有するキーを入力して
下さい。
 
ステップ 16： （オプションの）事前共有鍵の強度 メートルを有効に するために作成する
キーの強度を告げる最小事前共有キー複雑な状況チェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 17： （オプションの）より多くの高度暗号化 オプションを設定するために、
Advanced+ をクリックして下さい。
 
ステップ 18： コンフィギュレーションを保存するために『SAVE』 をクリック して下さい
。
  

高度 VPN オプション



VPN のセットアップにより多くの機能を追加したいと思う場合 RV はルータ シリーズ オフ
ァー詳細オプションを配線しました。 これらのオプションは VPN トンネルのセキュリティ
機能を高めます。 これらのオプションは 1 つのルータの設定された詳細オプション、他の
ルータの同じオプションを設定することを確かめる場合オプション、です。 次の セクショ
ンはこれらのオプションを説明します。
 
ステップ 1： IPSec フィールドで Advanced+ ボタンでクリックして下さい。 Advanced ペ
ージは開きます:
 
注: クライアントの詳細オプションをゲートウェイ VPN トンネルに設定するために、ゲー
トウェイに > クライアント 『VPN』 を選択 して下さい。 それから Advanced+ をクリック
して下さい。
 

 
 
 

 
上記のピクチャは詳細オプションの設定の例を示します。



呼び出します。 高度の下で、VPN のセットアップに追加することを望むオプションをチェ
ックして下さい:
 

• アグレッシブモード—セキュリティを減少させるこのオプションによって、キーのネゴ
シエーションはファーストです。 VPN トンネルの速度を改善したいと思う場合 
Aggressive Mode チェックボックスをチェックして下さい。
 
• 圧縮（サポート IP Payload Compression Protocol （IP Comp））  、IP Comp プロトコ
ルは—このオプションと… IP データグラムのサイズを減らします。  チェックして下さい
圧縮（サポート IP Payload Compression Protocol （IP Comp））を このオプションを有
効に する チェックボックス
 
• キープ アライブ—このオプションはドロップされる場合 VPN セッションを回復するよ
うに試みます。 このオプションを有効に するためにキープ アライブ チェックボックスを
チェックして下さい。
 
• AH ハッシュ アルゴリズム—このオプションは IP ヘッダーに全体のパケットの整合性を
検証するために保護を伸ばします。 MD5 か SHA1 はこのために使用することができます
。 ドロップダウン リストからの AH ハッシュ アルゴリズム チェックボックスを、全体の
パケットの認証を有効に するために選択します MD5 か SHA1 を、チェックすれば。
 
• NetBIOS ブロードキャスト—異なるデバイスについての情報をプラグを差し込んだプリ
ンタ、コンピュータおよびファイルサーバのような LAN の、与えるこれは Windows プロ
トコルです。 通常、VPN はこの情報を送信しません。 VPN トンネルを渡るこれらの情報
を送信 するために 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。
 
• NAT 走査—ネットワーク アドレス変換（NAT） プライベートLAN のユーザが送信元ア
ドレスとしてパブリックIPアドレスの使用のインターネット リソースにアクセスすること
を可能にします。 ルータが NAT ゲートウェイの後ろにある場合、NAT 走査チェックボッ
クスをチェックして下さい。
 
• Dead Peer Detection 間隔— VPN トンネルの接続をチェックするためにルータが別のパ
ケットを送信する前に Dead Peer Detection 間隔 チェックボックスをチェックし、（秒で
）間隔を入力して下さい。
 

ステップ 3.コンフィギュレーションを保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。 
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