
RV220W および RV120W で設定される速いバ
ーチャル プライベート ネットワーク （VPN） 

目的
 

バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）はインターネットのような公共電気通信の
構造基盤およびテクノロジーを使用する組織のネットワークに安全なアクセスをリモートオ
フィスか個々のユーザに与えるネットワーク、です。 ほとんどの VPN 実装は公共 インフ
ラストラクチャおよびいろいろ専門にされたプロトコルとしてインターネットを通してプラ
イベートコミュニケーションをサポートするのにインターネットを利用します。 VPN はク
ライアント および サーバ アプローチに続きます。 VPN クライアント 認証する ユーザは、
暗号化 データ、トンネリングと呼ばれる手法を使用して VPN サーバとのセッションを管理
し。
 
この資料に RV220W および RV120W の速い VPN を設定する方法を説明されています。
 
注: 最新版ファームウェアを www.cisco.com からダウンロードし、コンピュータで保存して
下さい。
  

適当なデバイス
 

• RV120W 
• RV220W
  

ソフトウェアダウンロード URL
 

https://www.cisco.com/cisco/software/release.html?mdfid=283118607&flowid=24581&softw
areid=282465795&release=1.4.2.1&relind=AVAILABLE&rellifecycle=&reltype=latest
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.17
  

速く仮想 な プライベート ネットワークを設定するステップバ
イステップ手順
 
イネーブル 遠隔管理
 

遠隔管理は実際のユニットに物理接続なしでデバイスにアクセスし、制御することを可能に
します。 遠隔管理を有効に することはリモート WAN ネットワークからデバイスにアクセ
スすることを可能にします。 デバイスマネージャは LAN のコンピュータからデバイスの
LAN IP アドレスおよび HTTP の使用によってアクセスされます。
 
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は > 遠隔管理 『管
理』 を選択 し。 遠隔管理 ページは開きます:
 

https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282413304&flowid=785
https://www.cisco.com/cisco/software/navigator.html?mdfid=282413304&flowid=785


 
呼び出します。 遠隔管理を有効に するために遠隔管理 チェックボックスをチェックして下
さい。
 
注: この機能が有効に ならない場合、Cisco QuickVPN および SSL VPN アクセスは機能し
ません。
 

 
 
ステップ 3.アクセス タイプ ドロップダウン メニューで許可するためにアクセスの種類を選
択して下さい:
 

• すべての IP アドレス— IP アドレスがデバイスにアクセスするようにします。 ユーザは
このオプションを選択する前にデフォルトパスワードを変更しなければなりません。
 
• IP アドレスは range —設定された範囲の IP アドレスがデバイスにアクセスするようにし
ます。 範囲 フィールドの開始するで許容範囲のための開始 IP アドレスを入力して下さい
。 範囲 フィールドのついに許容範囲のための終了 IP アドレスを入力して下さい。
 
• 単一 ip address — 単一 IP アドレスのデバイスにアクセスを制限します（たとえば、デ
バイスマネージャにアクセスするのに使用する）コンピュータ。 IP address フィールドで
は、遠隔管理許可を与えられる PC の IP アドレスを入力して下さい。
 

ステップ 4.リモート 接続に使用する Port Number フィールドでポート番号を入力して下さ
い。 ポート番号 443 はデフォルトで設定 されます。
 
注: 443 か 60443 を除く他のどのポート番号も設定される場合、Cisco QuickVPN は機能し
ません。
 
ステップ 5 簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP）を有効に し、デバイスを管理する
のにリモートで使用されるようにリモート SNMP チェックボックスをチェックして下さい
。
 



ステップ 6.設定を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
 
注: 遠隔管理が有効に なるとき、デバイスは IP アドレスを知っているだれでもにとってア
クセス可能です。 悪意のある WANユーザがデバイスを再構成し、多くの方法で誤用できる
ので機能が有効に なる前に管理者およびゲスト パスワードを変更して下さい。
  

インターネット プロトコル セキュリティ（IPsec）ユーザ 設定
 

インターネット プロトコル セキュリティ（IPsec）はコミュニケーションのセッションの各
IPパケットの認証および暗号化によって IP コミュニケーションを保護するためのプロトコ
ル スイート行います。 IPsec はまたセッションの間に使用されるべき各セッションのはじ
めにエージェントと暗号化キーのネゴシエーション間の相互認証を確立するためにプロトコ
ルがのための含まれています。
 
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は > IPsec > VPN ユ
ーザ 『VPN』 を選択 し。 Users ページ VPN は開きます:
 

 
ステップ 2. VPN Client 設定表のクライアントを追加するために『Add』 をクリック して下
さい。
 

 
ステップ 3. Username フィールドで XAUTH ユーザ向けのユーザ名か固有の識別番号を入
力して下さい。
 
ステップ 4. Password フィールドでパスワードを入力して下さい。
 
ステップ 5 Password チェックボックスを QuickVPN ユーザをこのパスワードを変更するこ



とを許可するように変更するように割り当てユーザをチェックして下さい。
 
ステップ 6.プロトコル ドロップダウン メニューからプロトコル タイプを選択して下さい:
 

• QuickVPN —リモートユーザをデバイスの IP アドレスを知っている他のどの LAN 接続
からデバイスにアクセスすることを許可します。
 
• PPTP —デバイスにリモートアクセスする割り当て Point-to-Point Tunneling
Protocol（PPTP）。
 
• Xauth — IKE SA パラメータで述べられる認証方式に加えてメソッドのユーザの認証を許
可します。 XAUTH は 1 で次のモード設定されなければなりません:
 

–どれも—このモードは XAUTH を無効に します。
 
– IPsec ホスト ルータはユーザ名 および パスワード 組み合せのリモートゲートウェイ
によって認証されます。 この特定のモードでは、ルータはリモートゲートウェイの
VPN Client として機能します。
 
–ユーザデータベース—ルータで作成されるこのモード 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。
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