
RV215W の高度 VPN のセットアップ 
目標
 

バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）はネットワークの内でまたはネットワーク
の間で確立される信頼できる接続です。 VPN は不正 ホストおよびネットワークのトラフィ
ックからの特定のホストとネットワーク間のトラフィックを分離するのに動作します。 こ
の技術情報は RV215W の高度 VPN のセットアップを設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV215W
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.5
  

高度 VPN のセットアップ
 
最初の設定
 

このプロシージャは高度 VPN のセットアップの最初の設定を行う方法を説明します。
 
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 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:
 

 
VPN 接続のためのネットワーク アドレス変換（NAT）横断を有効に したいと思う場合ステ
ップ 2. （オプションの）チェック NAT 横断フィールドの Enable チェックボックス。 NAT
走査は VPN 接続が NAT を使用するゲートウェイの間でなされるようにします。 VPN 接続
が NAT 対応 ゲートウェイを通る場合このオプションを選択して下さい。
 
Network Basic Input/Output System を有効に したいと思えば NETBIOS（NETBIOS OVER
IP） フィールドの Enable チェックボックスが（NetBIOS（NetBIOS over IP）） VPN 接続
を通して送信 されるためにブロードキャストするステップ 3. （オプションの）チェック。
NetBIOS（NetBIOS over IP）ホストが LAN の内で互いに通信するようにします。
 



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： IKE ポリシー 表で、新しい IKE ポリシーを作成するために『Add Row』 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 ページ変更:
 

 
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 メイン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、オプションを選択して下さい
。
 

• 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の方法ので、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の方法。
 
• 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の方法です。 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 認証アルゴリズム 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。
 

• MD5 —メッセージ ダイジェスト 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 は遅い MD5 よりセキュアでありが、SHA-1 はファーストですが、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 MD5 および
SHA-1 より遅いですが、保護します。
 

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 ライフタイム フィールドでは、SA が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）拡大認証 （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： [Save] をクリックします。 オリジナル高度 VPN のセットアップ ページが再
表示されます。
  

VPN ポリシー設定
 

このプロシージャは使用するために VPN 接続のための VPN 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 VPN ポリシーは同一で
あるはずです。
 
ステップ 1： VPN ポリシー 表で、新しい VPN ポリシーを作成するために『Add Row』 を
クリック して下さい。 VPN ポリシーを編集するために、チェックボックスをポリシーがあ
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 ページ変更:
 



 
呼び出します。 Policy Name フィールドでは、VPN ポリシーの名前を入力して下さい。



ステップ 3 ポリシーの種類ドロップダウン リストから、オプションを選択して下さい。
 

• マニュアルは policy —このオプション設定しますデータ暗号化および統合のためのキー
を可能にします。
 
• オートはデータ統合および暗号化キー交換のために policy —このオプション IKE ポリシ
ーを使用します。
 

ステップ 4 リモートエンドポイント 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。
 

• ip address —このオプションはパブリックIPアドレスによってリモートネットワークを
識別します。
 
• FQDN —このオプションは識別に完全修飾ドメイン名 （FQDN）をリモートネットワー
ク使用します。
 

 
ステップ 5 リモートエンドポイント ドロップダウン リストの下の入力フィールドでは、リ
モートアドレスのパブリックIPアドレスかドメイン名を入力して下さい。
 

 
ステップ 6 ローカルIP 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。
 

• 単一このオプションはローカル VPN 接続ポイントとして単一のホストを使用します。
 
• サブネット—このオプションはローカル VPN 接続ポイントとしてローカルネットワーク
のサブネットを使用します。
 

ステップ 7 IP address フィールドでは、ホストを入力するか、またはローカルサブネット
またはホストの IP アドレスをサブネット化して下さい。
 
ステップ 6 で『Subnet』 を選択 した場合ステップ 8. （オプションの）はサブネット マス
ク フィールドで、ローカルサブネットのためのサブネット マスクを入力します。
 
ステップ 9： リモートIP 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。
 

• 単一このオプションはリモート VPN 接続ポイントとして単一のホストを使用します。
 
• サブネット—このオプションはリモート VPN 接続ポイントとしてリモートネットワーク



のサブネットを使用します。
 

 
ステップ 10： IP address フィールドでは、ホストを入力するか、またはリモート サブネッ
トまたはホストの IP アドレスをサブネット化して下さい。
 
ステップ 9 で『Subnet』 を選択 した場合ステップ 11. （オプションの）はサブネット マス
ク フィールドで、リモート サブネットのためのサブネット マスクを入力します。
 
注: ステップ 3 のポリシーを『Manual』 を選択 した場合、ステップ 12 からステップ 19 を
実行して下さい; さもなければ、ステップ 20 をスキップして下さい。
 

 
ステップ 12： SPI 着信 フィールドでは、VPN 接続の着信トラフィックの Security
Parameter Index （SPI）タグのための 3 つから 8 つの 16進文字を入力して下さい。 SPI タ
グが他のセッションのトラフィックと 1 セッションのトラフィックを区別するのに使用さ
れています。
 
ステップ 13： SPI 発信 フィールドでは、VPN 接続のアウトゴーイングトラフィックの SPI
タグのための 3 つから 8 つの 16進文字を入力して下さい。
 
ステップ 14： 暗号化アルゴリズム 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。
 

• 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の方法ので、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の方法。
 
• 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の方法です。 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 15： フィールド キーのでは、インバウンドポリシーのためのキーを入力して下さ
い。 変調長さはステップ 14 で選択されるアルゴリズムによって決まります。
 

• DES は 8 文字 キーを使用します。
 
• トリプル DES は 24 文字 キーを使用します。
 
• AES-128 は 12 文字 キーを使用します。
 
• AES-192 は 24 文字 キーを使用します。
 
• AES-256 は 32 文字 キーを使用します。
 

ステップ 16： キー フィールドでは、発信 ポリシーのためのキーを入力して下さい。 変調
長さはステップ 14 で選択されるアルゴリズムによって決まります。 変調長さはステップ
15 と同じです。
 
ステップ 17： 統合 アルゴリズム 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。
 

• MD5 —メッセージ ダイジェスト アルゴリズム 5 （MD5）はデータ統合のために 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 データ統合の 160 ビット ハッシュ
値。 SHA-1 は遅い MD5 よりセキュアでありが、SHA-1 はファーストですが、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 つはデータ統合のために 256 ビット ハッシュ 値を使用します。 SHA2-256 は MD5
および SHA-1 より遅いですが、保護します。
 



 
ステップ 18： フィールド キーのでは、インバウンドポリシーのためのキーを入力して下さ
い。 変調長さはステップ 17 で選択されるアルゴリズムによって決まります。
 

• MD5 は 16 文字 キーを使用します。
 
• SHA-1 は 20 文字 キーを使用します。
 
• SHA2-256 は 32 文字 キーを使用します。
 

ステップ 19： キー フィールドでは、発信 ポリシーのためのキーを入力して下さい。 変調
長さはステップ 17 で選択されるアルゴリズムによって決まります。 変調長さはステップ
18 と同じです。
 
注: ステップ 3 のオート ポリシーを選択した場合、ステップ 20 からステップ 25 を実行し
て下さい; さもなければ、ステップ 26 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 20： SA ライフタイム フィールドでは、秒で SA が更新の前にどの位持続するか
入力して下さい。
 
ステップ 21： 暗号化アルゴリズム 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。
 

• 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の方法ので、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の方法。
 
• 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の方法です。 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 22： 統合 アルゴリズム 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。
 

• MD5 —メッセージ ダイジェスト アルゴリズム 5 （MD5）はデータ統合のために 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 データ統合の 160 ビット ハッシュ
値。 SHA-1 は遅い MD5 よりセキュアでありが、SHA-1 はファーストですが、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 つはデータ統合のために 256 ビット ハッシュ 値を使用します。 SHA2-256 は MD5
および SHA-1 より遅いですが、保護します。
 

ステップ 23： 完全転送秘密 （PFS）を有効に するために PFS キー グループの Enable チ
ェックボックスをチェックして下さい。 PFS は VPN セキュリティを強化しますが、接続
の速度を遅らせます。
 
ステップ 24： ステップ 23 の PFS を有効に することを選択した場合（オプションの）下
記のドロップダウン リストのために加入するために Diffie-Hellman（DH） グループを選択
して下さい。 グループ番号がより高ければ、セキュア グループはです。
 
ステップ 25： VPN ポリシーのために使用するべき IKE ポリシー 『IKE』 を選択 ポリシー
ドロップダウン リストから、選択して下さい。
 
注: 『View』 をクリック する場合、高度 VPN のセットアップ ページの IKE コンフィギュ
レーションセクションに指示されます。
 
ステップ 26： [Save] をクリックします。 オリジナル高度 VPN のセットアップ ページが再
表示されます。
 
ステップ 27： [Save] をクリックします。
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