
RV320 および RV325 VPN Router シリーズのゲ
ートウェイ間バーチャル プライベート ネットワ
ーク （VPN） 設定 

目標
 

非常に形成するのに VPN トンネル呼出されることがによって VPN が 2 つのエンドポイン
ト上の信頼できる接続を、パブリックまたは共用インターネット上の、使用されています。
すなわち互いに接続するべき 2 人のルータ 安全にともう一方の端の同じリモートネットワ
ークの一部論理的にようである一端のクライアントをゲートウェイ間 VPN 接続可能に。 こ
れはインターネットにより簡単におよび安全に共有されるべきデータおよびリソースを有効
に します。 設定は確立されるべき正常なゲートウェイ間 VPN 接続のための接続の両側で
する必要があります。 この技術情報の目的は RV32x VPN Router シリーズのゲートウェイ
間 VPN 接続の設定とガイドすることです。 
  

適当なデバイス
 

• RV320 は VPN Router WAN 二倍になります 
• RV325 ギガビット二重 WAN VPN Router
  

[Software Version]
 

• v1.1.0.09
  

ゲートウェイ間
 

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 > 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:
 



 
接続の両側で、インターネット プロトコル セキュリティ（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。 接続の両側は異なるローカル エリア ネッ
トワーク（LAN）、および静的IP アドレスかダイナミック DNS ホスト名によって確認可能
であるルータの少なくとも 1 人に属する必要があります。
  

新しいトンネルを追加して下さい
 



 
• トンネル NO —現在のトンネルを表示する作成される筈である。 ルータは 100 つのトン
ネルをサポートします。
 

ステップ 1.トンネル名 フィールドで VPN トンネルの名前を入力して下さい。 それはトン
ネルの反対側で使用される名前を一致する必要がありません。
 
呼び出します。 インターフェイス ドロップダウン リストからトンネルのために使用するた
めに Wide Area Network （WAN） ポートを選択して下さい。
 

• WAN1 —ルータの専用 WAN ポート。
 
• WAN2 —ルータの WAN2/DMZ ポート。 WAN およびない非武装化ゾーン（DMZ）ポー
トで設定される場合ドロップダウン メニューのディスプレイだけ。
 
• USB1 —ルータの USB1 ポート。 ポートに接続される 3G/4G/LTE USB Dongle がある場
合その時だけはたらきます。
 
• USB2 —ルータの USB2 ポート。 ポートに接続される 3G/4G/LTE USB Dongle がある場
合その時だけはたらきます。
 

ステップ 3 キー入力 モード ドロップダウン リストから使用するためにトンネル セキュリ
ティを選択して下さい。
 

• 手動—このオプションは VPN 接続の反対側とキーをネゴシエートするかわりにキーを設
定することを手動で可能にします。
 
• 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。
 
• IKE はとの certificate —確立するために自動的に事前共有キーより認証されておよびトン
ネルのためのセキュアコミュニケーションを生成し、交換するセキュア方法を提供する証
明書とのインターネット キー エクスチェンジ（IKE） プロトコルを有効に するこのオプ
ションを選択します。
 

ステップ 4 VPN トンネルをイネーブルに設定するために Enable チェックボックスをチェ
ックして下さい。 デフォルトでそれは有効に なります。
  

ローカル グループ セットアップ
 

これらの設定は VPN トンネルのもう一方の端のルータの「リモート グループセットアップ
」設定を一致する必要があります。
 
注: 事前共有キーの Manual か IKE がステップ 1 からの Add のステップ 3 からのキー入力
モード ドロップダウン リストから新しいトンネル 開始する選択され、ステップ 2 に 4.をス
キップすれば。 証明書との IKE が選択されたらステップ 1.をスキップして下さい。



 
ステップ 1 局地 警戒 ゲートウェイ タイプ ドロップダウン リストからルータを VPN トン
ネルを確立するために識別するように方式を選択して下さい。
 

• IP だけ—トンネルへのアクセスはスタティック WAN IP だけを通して可能性のあるです
。 ルータだけスタティック WAN IP を備えている場合このオプションを選択できます。
静的な WAN IP アドレスは自動によって生成されるフィールドです。
 
• IP + トンネルへのドメイン名（FQDN）認証アクセスは静的IP アドレスおよび登録済み
のドメインを通して可能性のあるです。 このオプションを選択する場合、Domain Name
フィールドで登録済みのドメインの名前を入力して下さい。 静的な WAN IP アドレスは自
動によって生成されるフィールドです。
 
• IP + E メール アドレス。（ユーザ FQDN）トンネルへの認証アクセスは静的IP アドレス
および eメールアドレスによって可能性のあるです。 このオプションを選択する場合、
Eメールアドレス フィールドで Eメールアドレスを入力して下さい。 静的な WAN IP アド
レスは自動によって生成されるフィールドです。
 
• 動的IP + トンネルへのドメイン名（FQDN）認証アクセスはダイナミックIPアドレスお
よび登録済みのドメインを通して可能性のあるです。 このオプションを選択する場合、
Domain Name フィールドで登録済みのドメインの名前を入力して下さい。
 
• 動的IP + メール アドレス。（ユーザ FQDN）トンネルへの認証アクセスはダイナミック
IPアドレスおよび eメールアドレスによって可能性のあるです。 このオプションを選択す
る場合、Eメールアドレス フィールドで Eメールアドレスを入力して下さい。
 

注: ローカル グループ セットアップ エリアの次の変更は証明書との IKE を使用すると変更
します。
 

 
局地 警戒 ゲートウェイ タイプ ドロップダウン リストは uneditable なり、IP + 証明書 表示
する。 これはトンネルを使用できる LAN リソースです。 
IP address フィールドはデバイスの WAN IP アドレスを表示する。 それは編集可能ユーザ



ではないです。
 
ステップ 2.ローカル証明書 ドロップダウン リストから証明書を選択して下さい。 証明書は
VPN 接続でより強い認証 セキュリティを提供します。
 
ステップ 3. （オプションの）は証明書を設定し、生成するために証明発行システム ウィン
ドウを表示するように自己ジェネレーター ボタンをクリックします。
 
ステップ 4. （オプションの）は証明書を表示し、設定するために Certificate ウィンドウを
表示するように輸入 証明書 ボタンをクリックします。
 
ステップ 5 局地 警戒 グループ タイプ ドロップダウン リストから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 IP address フィールドでデバイスの 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。 サブネット マスク フィールドで IP
address フィールドでネットワーク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。 開始 IP フィールドおよび端 IP フィールドで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。
  

リモート グループセットアップ
 

これらの設定は VPN トンネルのもう一方の端のルータの「ローカル グループによって設定
される」設定を一致する必要があります。
 
注: 事前共有キーの Manual か IKE がステップ 1 からの Add のステップ 3 からのキー入力
モード ドロップダウン リストから新しいトンネル 開始する選択され、ステップ 2 に 5.をス
キップすれば。 または証明書との IKE が選択されたらステップ 1.をスキップして下さい。
 

 
ステップ 1 リモート セキュリティゲートウェイ型ドロップダウン リストから、他のルータ
を VPN トンネルを確立するために識別するように方式を選択して下さい。
 

• IP だけ—トンネルへのアクセスはスタティック WAN IP だけを通して可能性のあるです
。 リモートルータの IP アドレスを知っていたらドロップダウン リストで直接リモート セ
キュリティゲートウェイ Type フィールドの下で『IP address』 を選択 し、アドレスを入
力して下さい。 IP アドレスを知らないし、ドメイン名を知り、IP で DNS によって解決さ
れるフィールドによってルータのドメイン名を入力したら解決される DNS によって IP を
選択して下さい。
 



• IP + トンネルへのドメイン名（FQDN）認証アクセスはルータの静的IP アドレスおよび
登録済みのドメインを通して可能性のあるです。 リモートルータの IP アドレスを知って
いたらドロップダウン リストで直接リモート セキュリティゲートウェイ Type フィールド
の下で『IP address』 を選択 し、アドレスを入力して下さい。 IP アドレスを知らないし
、ドメイン名を知り、IP で DNS によって解決されるフィールドによってルータのドメイ
ン名を入力したら解決される DNS によって IP を選択して下さい。 このオプションを選択
する場合、Domain Name フィールドで登録済みのドメインの名前を入力して下さい。
 
• IP + メール アドレス。（ユーザ FQDN）トンネルへの認証アクセスは静的IP アドレスお
よび eメールアドレスによって可能性のあるです。リモートルータの IP アドレスを知って
いたらドロップダウン リストで直接リモート セキュリティゲートウェイ Type フィールド
の下で『IP address』 を選択 し、アドレスを入力して下さい。 IP アドレスを知らないし
、ドメイン名を知り、IP で DNS によって解決されるフィールドによってルータのドメイ
ン名を入力したら解決される DNS によって IP を選択して下さい。 Eメールアドレス フィ
ールドで ｅメールアドレスを入力して下さい。
 
• 動的IP + トンネルへのドメイン名（FQDN）認証アクセスはダイナミックIPアドレスお
よび登録済みのドメインを通して可能性のあるです。 このオプションを選択する場合、
Domain Name フィールドで登録済みのドメインの名前を入力して下さい。
 
• 動的IP + メール アドレス。（ユーザ FQDN）トンネルへの認証アクセスはダイナミック
IPアドレスおよび eメールアドレスによって可能性のあるです。 このオプションを選択す
る場合、Eメールアドレス フィールドで Eメールアドレスを入力して下さい。 
注: ルータに両方ともダイナミックがあれば IP アドレスは動的IP + 両方のゲートウェイの
ための Eメールアドレスを選択しません。
 

注: リモート グループセットアップ エリアの次の変更は証明書との IKE を使用すると変更
します。
 

 
リモート セキュリティゲートウェイ タイプ ドロップダウン リストは uneditable なり、IP +
証明書 表示する。 これはトンネルを使用できる LAN リソースです。
 
呼び出します。 リモートルータの IP アドレスを知っていたらドロップダウン リストで直接
リモート セキュリティゲートウェイ Type フィールドの下で『IP address』 を選択 し、ア
ドレスを入力して下さい。 IP アドレスを知らないし、ドメイン名を知り、IP で DNS によ
って解決されるフィールドによってリモートルータのドメイン名を入力したら解決される
DNS によって IP を選択して下さい
 
ステップ 3.リモート証明書 ドロップダウン リストから証明書を選択して下さい。 証明書は
VPN 接続でより強い認証 セキュリティを提供します。
 
ステップ 4. （オプションの）は新しい証明書をインポートするためにインポート リモート
Certificate ボタンをクリックします。



ステップ 5. （オプションの）はデジタル 署名要求を用いる証明書を識別するために承認
CSR ボタンをクリックします。
 
ステップ 6 局地 警戒 グループ タイプ ドロップダウン リストから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 IP address フィールドでデバイスの 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。 サブネット マスク フィールドで IP
address フィールドでネットワーク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。 開始 IP フィールドおよび端 IP フィールド。
  

IPSec セットアップ
 

きちんと VPN トンネルの 2 つの終わりの間で設定されるべき暗号化に関してはそれらは両
方同じ設定正確のがなければなりません。 IPSec はこの場合 2 つのデバイス間のセキュア
認証を作成します。 それは 2 フェーズにそうします。
  
IPSec は手動 キー入力 モードのために設定しました
 
Manual が Add のステップ 3 からのキー入力 モード ドロップダウン リストから新しいトン
ネル選択された場合その時だけ利用可能。 これは独りでおよびキーのないネゴシエーショ
ンに新しいセキュリティキーを生成するカスタム セキュリティモードです。 それはトラブ
ルシューティングおよび小さく静的な環境の間に使用するべき推奨です。
 

 
ステップ 1.着信 SPI フィールドで着信 Security Parameter Index （SPI）のユニークな
16進値を入力して下さい。 SPI は送られた Encapsulating Security Payload（ESP） プロト
コル ヘッダです一緒に着信パケットのための保護を判別する。 100 から FFFFFFFF に入る
ことができます。
 
ステップ 2.発信 SPI フィールドで SPI のユニークな 16進値を入力して下さい。 SPI は送ら
れた ESP ヘッダです一緒にアウトゴーイングパケットのための保護を判別する。 100 から
FFFFFFFF に入ることができます。
 
注: 着信および発信 SPI は両端でトンネルを確立するために互いを一致する必要があります
。
 



ステップ 3.暗号化 ドロップダウン リストから適切な暗号化の方法を選択して下さい。 推奨
される暗号化はトリプル DES です。 VPN トンネルは端の両方のために同じ暗号化の方法
を使用する必要があります。
 

• DES — DES は（Data Encryption Standard（DES））壊れることは容易セキュアである
、下位互換古い、56 ビットあまりの暗号化の方法です。
 
• トリプル DES —トリプル DES は（Triple Data Encryption Standard（3DES）） 168 ビ
ット、より多くのセキュリティ DES を提供するキーサイズを増加する簡単な暗号化の方
法暗号化します 3 回のデータをです。
 

ステップ 4.認証 ドロップダウン リストから適切な認証方式を選択して下さい。 推奨される
認証は SHA1 です。 VPN トンネルは端の両方のために同じ認証方式を使用する必要があり
ます。
 

• MD5 — MD5 （メッセージ要約 Algorithm-5)represents 32 ディジット 16 進法ハッシュ
関数 チェックサム計算によって悪意のある不正侵入からのデータに保護を提供する。
 
• SHA1 — SHA1 （Secure Hash Algorithm（SHA）バージョンは 1） MD5 よりセキュア
の 160 ビット ハッシュ 関数です。
 

ステップ 5.暗号化キー フィールドのデータを暗号化し、復号化するためにキーを入力して
下さい。 ステップ 3 の暗号化の方法として DES を選択する場合、16 ディジット 16進値を
入力して下さい。 ステップ 3 の暗号化の方法としてトリプル DES を選択する場合、40 デ
ィジット 16進値を入力して下さい。
 
ステップ 6.認証鍵 フィールドのトラフィックを認証するために事前共有キーを入力して下
さい。 ステップ 4 の認証方式として MD5 を選択する場合、32 ディジット 16進値を入力し
て下さい。 ステップ 4 の認証方式として SHA を選択する場合、40 ディジット 16進値を入
力して下さい。 VPN トンネルは端の両方のために同じ事前共有キーを使用する必要があり
ます。
 
ステップ 7.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  
事前共有キーの IKE のための IPSec セットアップ
 
事前共有キーの IKE が Add のステップ 3 からのキー入力 モード ドロップダウン リストか
ら新しいトンネル選択された場合その時だけ利用可能。
 



 
ステップ 1.フェーズ 1 グループ ドロップダウン リストから適切なフェーズ 1 グループを
DH（Diffie-Hellman） DH（Diffie-Hellman）選択して下さい。 フェーズ 1 がセキュア認証
する通信をサポートするためにトンネルの 2 つの終わり間のシンプレックス、論理的な
Security Association （SA）を確立するのに使用されています。 Diffie-Hellman（DH）は秘
密鍵を共有するのに通信を認証するためにフェーズ 1 接続の間に使用されている暗号解読
法 鍵交換プロトコルです。
 

• グループ 1 - 768 ビット—は高力キーおよびセキュア認証 グループを表します。 それは
IKE キーを計算するより多くの時間を必要とします。 それはネットワークの速度が高い場
合好まれます。
 
• グループ 2 - 1024 ビット—は高力キーおよびセキュア認証 グループを表します。 それは
IKE キーを計算する時間を必要とします。
 
• グループ 5 - 1536 ビット—は低い強度キーおよび最も不確かな認証 グループを表します
。 それは IKE キーを計算するより少ない時間を必要とします。 それはネットワークの速
度が低い場合好まれます。
 

ステップ 2.フェーズ 1 暗号化 ドロップダウン リストからのキーを暗号化するために適切な
フェーズ 1 暗号化を選択して下さい。 AES-128、AES-192、または AES-256 は推奨されま
す。 VPN トンネルは端の両方のために同じ暗号化の方法を使用する必要があります。
 

• DES —データ暗号化規格（DES）は 56 ビット、今日の世界の非常にセキュア暗号化の
方法の古い暗号化の方法です。
 
• トリプル DES — Triple Data Encryption Standard(3DES) は 168 ビット、DES よりより
多くのセキュリティを提供するキーサイズを増加する簡単な暗号化の方法暗号化します 3
回のデータをです。
 
• AES-128 —高度暗号化規格（AES）は 10 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文を
トランスフォームする 128 ビット 暗号化の方法です。
 
• AES-192 — 12 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームする 192



ビット 暗号化の方法はあります。
 
• AES-256 — 14 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームする 256
ビット 暗号化の方法はあります。
 

ステップ 3.フェーズ 1 認証 ドロップダウン リストから適切な認証方式を選択して下さい。
VPN トンネルは端の両方のために同じ認証方式を使用する必要があります。 SHA1 は推奨
されます。
 

• MD5 —チェックサム計算によって悪意のある不正侵入からのデータに保護を提供するメ
ッセージ要約 Algorithm-5 （MD5）は 32 ディジット 16 進法ハッシュ 関数を表します。
 
• SHA1 — MD5 よりセキュアである 160 ビット ハッシュ 関数。
 

ステップ 4. VPN トンネルがフェーズ 1 SA ライフ時刻フィールドでアクティブのままにな
る秒に時間数を入力して下さい。
 
ステップ 5 キーにより多くの保護を提供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。 このオプションはどのキーでも妥協される場合 New 鍵を生成することを
割り当てます。 暗号化されたデータは妥協されたキーによってだけ妥協されます。 従って
それはセキュアを提供し、他のキーをキーしかし保護すると同時に認証する通信は妥協され
ます。 これはより多くのセキュリティを提供するので推奨 処置です。
 
ステップ 6.フェーズ 2 グループ ドロップダウン リストから適切なフェーズ 2 グループを
DH（Diffie-Hellman） DH（Diffie-Hellman）選択して下さい。 フェーズ 1 がセキュア認証
する通信をサポートするためにトンネルの 2 つの終わり間のシンプレックス、論理的な
Security Association （SA）を確立するのに使用されています。 秘密鍵を共有するのに通信
を認証するためにフェーズ 1 接続の間に使用されている暗号化キー 交換 プロトコルは
DH（Diffie-Hellman）あります。
 

• グループ 1 - 768 ビット—は高力キーおよびセキュア認証 グループを表します。 それは
IKE キーを計算するより多くの時間を必要とします。 それはネットワークの速度が高い場
合好まれます。
 
• グループ 2 - 1024 ビット—は高力キーおよびセキュア認証 グループを表します。  それ
は IKE キーを計算する時間を必要とします。
 
• グループ 5 - 1536 ビット—は低い強度キーおよび最も不確かな認証 グループを表します
。 それは IKE キーを計算するより少ない時間を必要とします。 それはネットワークの速
度が低い場合好まれます。
 

注: New 鍵のでステップ 5.の完全転送秘密のチェックを外す場合、フェーズ 2 グループを
DH（Diffie-Hellman）設定する必要はありません生成されません。
 
ステップ 7.フェーズ 2 暗号化 ドロップダウン リストからのキーを暗号化するために適切な
フェーズ 2 暗号化を選択して下さい。 AES-128、AES-192、または AES-256 は推奨されま
す。 VPN トンネルは端の両方のために同じ暗号化の方法を使用する必要があります。
 

• DES — DES は 56 ビット、今日の世界の非常にセキュア暗号化の方法の古い暗号化の方
法です。
 
• トリプル DES —トリプル DES は 168 ビット、DES よりより多くのセキュリティを提供
するキーサイズを増加する簡単な暗号化の方法暗号化します 3 回のデータをです。
 
• AES-128 — AES は 10 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームす



る 128 ビット 暗号化の方法です。
 
• AES-192 — 12 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームする 192
ビット 暗号化の方法はあります。
 
• AES-256 — 14 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームする 256
ビット 暗号化の方法はあります。
 

ステップ 8.フェーズ 2 認証 ドロップダウン リストから適切な認証方式を選択して下さい。
VPN トンネルは端の両方のために同じ認証方式を使用する必要があります。
 

• MD5 — MD5 は 32 ディジット 16 進法ハッシュ 関数を表しますチェックサム計算によっ
て悪意のある不正侵入からのデータに保護を提供する。
 
• SHA1 — Secure Hash Algorithm（SHA）バージョン 1 （SHA1）は MD5 よりセキュア
の 160 ビット ハッシュ 関数です。
 
• ヌル—認証方式は使用されません。
 

ステップ 9. VPN トンネルがフェーズ 2 SA ライフ時刻フィールドでアクティブのままにな
る秒に時間数を入力して下さい。
 
ステップ 10： 事前共有キーのための強度メートルを有効に したいと思う場合最小事前共有
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 11.キーを入力して下さい Preshared Key フィールドの IKE 同位の間で以前に共有
される。 16 進法 30 までおよび文字は事前共有キーとして使用することができます。 VPN
トンネルは端の両方のために同じ事前共有キーを使用する必要があります。
 
注: 頻繁に IKE 同位間の事前共有キーを変更することを強く推奨します従って VPN はセキ
ュアに残ります。
 
事前共有鍵の強度 メートルはカラー バーを通して事前共有キーの強度を示します。 レッド
は弱い強度を示します、受諾可能な強度およびグリーンが強い強度を示すことを黄色は示し
ます。
 
ステップ 12： [Save] をクリックして、設定を保存します。
  
IPSec は証明書との IKE のために設定しました
 
証明書との IKE が Add のステップ 3 からのキー入力 モード ドロップダウン リストから新
しいトンネル選択された場合その時だけ利用可能。
 



 
ステップ 1.フェーズ 1 グループ ドロップダウン リストから適切なフェーズ 1 グループを
DH（Diffie-Hellman） DH（Diffie-Hellman）選択して下さい。 フェーズ 1 がセキュア認証
する通信をサポートするためにトンネルの 2 つの終わり間のシンプレックス、論理的な SA
（セキュリティ結合）を確立するのに使用されています。 秘密鍵を共有するのに通信を認
証するためにフェーズ 1 接続の間に使用されている暗号化キー 交換 プロトコルは
DH（Diffie-Hellman）あります。
 

• グループ 1 - 768 ビット—は高力キーおよびセキュア認証 グループを表します。 しかし
それは IKE キーを計算するより多くの時間を必要とします。 それはネットワークの速度が
高い場合好まれます。
 
• グループ 2 - 1024 ビット—は高力キーおよびセキュア認証 グループを表します。 しかし
それは IKE キーを計算する時間を必要とします。
 
• グループ 5 - 1536 ビット—は低い強度キーおよび最も不確かな認証 グループを表します
。 それは IKE キーを計算するより少ない時間を必要とします。 それはネットワークの速
度が低い場合好まれます。
 

ステップ 2.フェーズ 1 暗号化 ドロップダウン リストからのキーを暗号化するために適切な
フェーズ 1 暗号化を選択して下さい。 AES-128、AES-192、または AES-256 は推奨されま
す。 VPN トンネルは端の両方のために同じ暗号化の方法を使用する必要があります。
 

• DES — DES は 56 ビット、今日の世界の非常にセキュア暗号化の方法の古い暗号化の方
法です。
 
• トリプル DES —トリプル DES は 168 ビット、DES よりより多くのセキュリティを提供
するキーサイズを増加する簡単な暗号化の方法暗号化します 3 回のデータをです。
 
• AES-128 — AES は 10 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームす
る 128 ビット 暗号化の方法です。
 
• AES-192 — 12 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームする 192
ビット 暗号化の方法はあります。
 
• AES-256 — 14 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームする 256
ビット 暗号化の方法はあります。
 



ステップ 3.フェーズ 1 認証 ドロップダウン リストから適切な認証方式を選択して下さい。
VPN トンネルは端の両方のために同じ認証方式を使用する必要があります。 SHA1 は推奨
されます。
 

• MD5 — MD5 は 32 ディジット 16 進法ハッシュ 関数を表しますチェックサム計算によっ
て悪意のある不正侵入からのデータに保護を提供する。
 
• SHA1 — MD5 よりセキュアである 160 ビット ハッシュ 関数。
 

ステップ 4. VPN トンネルがフェーズ 1 SA ライフ時刻フィールドでアクティブのままにな
る秒に時間数を入力して下さい。
 
ステップ 5 キーにより多くの保護を提供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。 このオプションはどのキーでも妥協される場合 New 鍵を生成することを
割り当てます。 暗号化されたデータは妥協されたキーによってだけ妥協されます。 従って
それは別のキーが妥協されるとき他のキーを保護すると同時にセキュアのおよびより認証さ
れた通信を提供します。 これはより多くのセキュリティを提供するので推奨 処置です。
 
ステップ 6.フェーズ 2 グループ ドロップダウン リストから適切なフェーズ 2 グループを
DH（Diffie-Hellman） DH（Diffie-Hellman）選択して下さい。 フェーズ 1 がセキュア認証
する通信をサポートするためにトンネルの 2 つの終わり間のシンプレックス、論理的な SA
を確立するのに使用されています。 秘密鍵を共有するのに通信を認証するためにフェーズ
1 接続の間に使用されている暗号化キー 交換 プロトコルは DH（Diffie-Hellman）あります
。
 

• グループ 1 - 768 ビット—は高力キーおよびセキュア認証 グループを表します。 しかし
それは IKE キーを計算するより多くの時間を必要とします。 それはネットワークの速度が
高い場合好まれます。
 
• グループ 2 - 1024 ビット—は高力キーおよびセキュア認証 グループを表します。 しかし
それは IKE キーを計算する時間を必要とします。
 
• グループ 5 - 1536 ビット—は低い強度キーおよび最も不確かな認証 グループを表します
。 それは IKE キーを計算するより少ない時間を必要とします。 それはネットワークの速
度が低い場合好まれます。
 

注: New 鍵のでステップ 5.の完全転送秘密のチェックを外した場合、フェーズ 2 グループを
DH（Diffie-Hellman）設定する必要はありません生成されません。
 
ステップ 7.フェーズ 2 暗号化 ドロップダウン リストからのキーを暗号化するために適切な
フェーズ 2 暗号化を選択して下さい。 AES-128、AES-192、または AES-256 は推奨されま
す。 VPN トンネルは端の両方のために同じ暗号化の方法を使用する必要があります。
 

• DES — DES は 56 ビット、今日の世界の非常にセキュア暗号化の方法の古い暗号化の方
法です。
 
• トリプル DES —トリプル DES は 168 ビット、DES よりより多くのセキュリティを提供
するキーサイズを増加する簡単な暗号化の方法暗号化します 3 回のデータをです。
 
• AES-128 — AES は 10 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームす
る 128 ビット 暗号化の方法です。
 
• AES-192 — 12 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームする 192
ビット 暗号化の方法はあります。
 



• AES-256 — 14 のサイクル繰り返しによって暗号文に平文をトランスフォームする 256
ビット 暗号化の方法はあります。
 

ステップ 8.フェーズ 2 認証 ドロップダウン リストから適切な認証方式を選択して下さい。
VPN トンネルは端の両方のために同じ認証方式を使用する必要があります。
 

• MD5 — MD5 は 32 ディジット 16 進法ハッシュ 関数を表しますチェックサム計算によっ
て悪意のある不正侵入からのデータに保護を提供する。
 
• SHA1 — SHA1 は MD5 よりセキュアの 160 ビット ハッシュ 関数です。
 
• ヌル—認証方式は使用されません。
 

ステップ 9. VPN トンネルがフェーズ 2 SA ライフ時刻フィールドでアクティブのままにな
る秒に時間数を入力して下さい。
 
ステップ 10.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  
（オプションの） IPSec は証明書との IKE および事前共有キーの IKE のためのセットアッ
プを進めます
 
先発オプションは証明書との IKE か Presahred キーの IKE が Add のステップ 3 からのキー
入力 モード ドロップダウン リストから新しいトンネル選択された場合利用できます。 同
じ設定は両タイプのキー入力モードに利用できます。
 
ステップ 1. IPSec 先発オプションを表示するために Advanced+ ボタンをクリックして下さ
い。
 



 
呼び出します。 ネットワーク速度が低い場合 Aggressive Mode チェックボックスをチェッ
クして下さい。 それは交換するより少ない時間を必要とするが、交換しましたりより少な
く保護します SA 接続の間にクリアテキストのトンネルのエンドポイントの ID を。
 
ステップ 3 チェックして下さい圧縮（サポート IP Payload Compression Protocol
（IPComp））を IPデータグラムのサイズを圧縮したいと思えばチェックボックス。
IPComp はネットワーク速度が低く、ユーザがすぐに遅いネットワークを通して損失なしで
データを送信したいと思えば場合 IPデータグラムのサイズを圧縮するのに使用されている
IP 圧縮プロトコルです。
 
VPN トンネルの接続が常にほしいと思えばステップ 4.Check キープアライブ チェックボッ
クスはアクティブのままになります。 それはどの接続でも非アクティブになる場合接続の
すぐに回復を助けます。
 
ステップ 5 認証に認証する ヘッダ（AH）がほしいと思う場合 AH ハッシュ アルゴリズム
チェックボックスをチェックして下さい。 AH はチェックサムによってデータ オリジンに
認証を、データ統合提供し、保護は IP ヘッダーに拡張です。 トンネルは側の両方のための
同じアルゴリズムがあるはずです。
 

• MD5 — MD5 は 128 ディジット 16 進法ハッシュ 関数を表しますチェックサム計算によ
って悪意のある不正侵入からのデータに保護を提供する。



• SHA1 — SHA1 は MD5 よりセキュアの 160 ビット ハッシュ 関数です。
 

ステップ 6 VPN トンネルによってルーティングが不可能なトラフィックを許可したいと思
う場合 NetBIOS ブロードキャストをチェックして下さい。 デフォルトはチェックを外され
ます。 NetBIOS（NetBIOS over IP）いくつかのソフトウェアアプリケーションによってネ
ットワークのプリンタ、コンピュータ等のようなネットワークリソースおよびネットワーク
コンピュータのような Windows 機能を検出するのに使用されています。
 
ステップ 7 VPN Router が NAT ゲートウェイの後ろにある場合、NAT 走査を有効に するた
めにボックスをチェックして下さい。 ネットワーク アドレス変換（NAT）は送信元アドレ
スとしてルーティング可能IPアドレスを公に使用することによってインターネット リソー
スにアクセスすることをプライベートLAN アドレスのユーザが可能にします。 ただし、着
信 トラフィックのために、NAT ゲートウェイにプライベートLAN の特定のデスティネーシ
ョンにパブリックIPアドレスの変換の自動方式がありません。 この問題は IPSec 正常な交
換を防ぎます。 NAT 走査はこの着信側変換を設定しました。 同じ設定はトンネルの両端で
使用する必要があります。
 
ステップ 8 HELLO によって VPN トンネル チェックするために Dead Peer Detection 間隔
をまたは定期的な方法の ACK の活気をチェックして下さい。 このチェックボックスをチェ
ックする場合、ほしい HELLO メッセージの秒に期間か間隔を入力して下さい。
 
ステップ 9： IPSec ホスト ユーザ名 および パスワードを VPN クライアントを認証するか
、または見つけられるユーザマネージメントでデータベースを使用するのに使用するように
拡張認証をチェックして下さい。 これははたらくそれのための両方のデバイスのイネーブ
ルである必要があります。 IPSec ホストおよびユーザ名を使用し、User Name フィールド
および Password フィールドでユーザ名 および パスワードを入力するために IPSec ホスト 
Radio ボタンをクリックして下さい。 またはデータベースを使用するためにエッジ デバイ
ス Radio ボタンをクリックして下さい。 エッジ デバイス ドロップダウン リストから望ま
しいデータベースを選択して下さい。
 
ステップ 10： トンネル バックアップを有効に するためにトンネル Backup チェックボッ
クスをチェックして下さい。 この機能は Dead Peer Detection 間隔がチェックされたら利
用できます。 機能は代替 WANインターフェイスか IP アドレスによって VPN トンネルを再
確立することをデバイスが可能にします。
 

• リモート バックアップ ip address — リモートピアのための代替 IP。 それをまたはこの
フィールドのリモートゲートウェイのために既に設定 された WAN IP を入力して下さい。
 
• ローカルインターフェイス—接続を回復するのに使用される WANインターフェイス。
ドロップダウン リストから望ましいインターフェイスを選択して下さい。
 
• VPN はプライマリ トンネルが接続されない場合バックアップを時間アイドル状態になり
ますタイム選択されるバックアップ トンネルをいつの使用するかトンネル伝送します。
秒にそれを入力して下さい。
 

ステップ 11： 分割DNS を有効に するために分割DNS チェックボックスをチェックして下
さい。 この機能は規定 された ドメイン名に基づいて定義された DNSサーバに DNS 要求を
送信 することを割り当てます。 DNSサーバ名前を DNSサーバ 1 および DNSサーバ 2 フィ
ールドで入力し、ドメイン名#フィールドでドメイン名を入力して下さい。
 
ステップ 12： デバイスを設定することを終わるために『SAVE』 をクリック して下さい。
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