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RV320 および RV325 VPN Router シリーズのゲ
ートウェイ バーチャル プライベート ネットワ
ーク （VPN）への設定単一のクライアント 
目標
 

この資料の目標は RV32x シリーズ VPN ルータのゲートウェイ バーチャル プライベート ネ
ットワーク （VPN）に単一 クライアントを設定する方法を示すことです。
  

概要
 

VPN は事実上 パブリックネットワークを通してリモートユーザを接続するのに使用される
プライベート ネットワークです。 VPN の 1 つの型はクライアントにゲートウェイ VPN で
す。 クライアントにゲートウェイ VPN はリモートユーザとネットワーク間の接続です。
クライアントは VPN クライアント ソフトウェアでユーザのデバイスで設定されます。 そ
れはユーザがリモートで ネットワークに安全に接続することを可能にします。
  

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 VPN への設定単一のクライアント
 

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に >
クライアント 『VPN』 を選択 し。 Gateway ページへのクライアントは開きます:
 



 
ステップ 2.ゲートウェイ VPN にクライアントのための単一 トンネルを追加するためにトン
ネル Radio ボタンをクリックして下さい。
 



  
新しいトンネルを追加して下さい
 



 
注: 非トンネルはトンネルの数を表します。 この数は自動的に生成されます。
 
ステップ 1.トンネル名 フィールドでトンネルの名前を入力して下さい。
 
ステップ 2.リモートクライアントがインターフェイス ドロップダウン リストからの VPN
をアクセス した インターフェイスを選択して下さい。
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ステップ 3.キー入力 モード ドロップダウン リストからのセキュリティを確保するためにキ
ー管理の適切なモードを選択して下さい。 デフォルトモードは事前共有キーの IKE です。
 

 
オプションは次の通り定義されます:
 

手動-新しいセキュリティキーおよびキーのネゴシエーションを独りで生成する無しカスタム
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セキュリティモード。 それはトラブルシューティングの間にまたは小さく静的な環境で使用
のために最もよいです。
事前共有キーの IKE -インターネット キー エクスチェンジ（IKE） プロトコルが自動的にト
ンネルのための認証された通信を確立するために事前共有キーを生成し、交換するのに使用
されています。
証明書との IKE -証明書とのインターネット キー エクスチェンジ（IKE） プロトコルはトン
ネルのためのより多くのセキュアコミュニケーションを確立するために自動的に事前共有キ
ーを生成し、交換するより多くの安全な方法です。
 

ステップ 4 ゲートウェイ VPN にクライアントを有効に するために Enable チェックボック
スをチェックして下さい。 デフォルトでは有効になっています。
 

 
ステップ 5 これまでのところ持っている設定を保存したいと思ったら、スクロールし、設
定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

ローカル グループ セットアップ
  
手動とのローカル グループ セットアップか事前共有キーの IKE
 

注: 追加のステップ 3 のキー入力 モード ドロップダウン リストからまたは事前共有キーの
IKE 新しいトンネル セクション 『Manual』 を選択 した場合下記のステップに従って下さ
い。
 
ステップ 1. VPN トンネルを確立するために局地 警戒 ゲートウェイ ドロップダウン リスト
から適切なルータ 識別 方式を選択して下さい。 
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オプションは次の通り定義されます:
 

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 アドレスは自動的に生成されます。
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 アドレスは自動的に生
成されます。
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
的に生成されます。
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 + 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。
IP アドレス- WANインターフェイスの IP アドレスを表します。 それは read only フィールド
です。
 

ステップ 2.ユーザの適切なローカルLAN 局地 警戒 グループ タイプ ドロップダウン リスト
からの VPN トンネルにアクセスできるユーザかグループを選択して下さい。 デフォルトは
サブネットです。
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IP - 1 つの特定の LANデバイスだけトンネルにアクセスできます。 このオプションを選択す
る場合、IP address フィールドで LANデバイスの IP アドレスを入力して下さい。 デフォル
ト IP は 192.168.1.0 です。
サブネット-特定のサブネットのすべての LANデバイスはトンネルにアクセスできます。 こ
のオプションを選択する場合、それぞれ IP アドレスおよびサブネット マスク フィールドで
LANデバイスの IP アドレスおよびサブネット マスクを入力して下さい。 デフォルト マスク
は 255.255.255.0 です。
IP 範囲- LANデバイスの範囲はトンネルにアクセスできます。 このオプションを選択する場
合、それぞれ開始する IP および端 IP フィールドで開始し、終了 IP アドレスを入力して下さ
い。 既定の範囲は 192.168.1.0 から 192.168.1.254 にあります。
 

ステップ 3 これまでのところ持っている設定を保存したいと思ったら、スクロールし、設
定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

トンネル VPN のための証明書との IKE のローカル グループ セットアップ
 

注: 追加のステップ 3 のキー入力 モード ドロップダウン リストから証明書と新しいトンネ
ル セクションを『IKE』 を選択 した場合下記のステップに従って下さい。
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局地 警戒 ゲートウェイ タイプ-トンネルへのアクセスは証明書が付いている IP を通して可能
性のあるです。
IP アドレス- WANインターフェイスの IP アドレスを表します。 それは read only フィールド
です。
 

ステップ 1.ローカル証明書 ドロップダウン リストからのルータを識別するために適切なロ
ーカル証明書を選択して下さい。 証明書を自動的に生成するか、または新しい証明書をイ
ンポートするために証明書を『Import』 をクリック するように自己ジェネレーターをクリ
ックして下さい。
 
注: 多くを自動的に証明書を生成する方法で知るために RV320 ルータの生成する 証明書を
参照すれば、輸入 証明書に設定を RV320 ルータの証明書どのように参照しなさいか知るた
め。
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ステップ 2.ローカルLAN ユーザの局地 警戒 グループ タイプ ドロップダウン リストから
VPN トンネルにアクセスできる適切な型かユーザのグループを選択して下さい。 デフォル
トはサブネットです。
 

IP - 1 つの特定の LANデバイスだけトンネルにアクセスできます。 このオプションを選択す
る場合、IP address フィールドで LANデバイスの IP アドレスを入力して下さい。 デフォル
ト IP は 192.168.1.0 です。
サブネット-特定のサブネットのすべての LANデバイスはトンネルにアクセスできます。 こ
のオプションを選択する場合、それぞれ IP アドレスおよびサブネット マスク フィールドで
LANデバイスの IP アドレスおよびサブネット マスクを入力して下さい。 デフォルト マスク
は 255.255.255.0 です。
IP 範囲- LANデバイスの範囲はトンネルにアクセスできます。 このオプションを選択する場
合、それぞれ開始する IP および端 IP フィールドで開始し、終了 IP アドレスを入力して下さ
い。 既定の範囲は 192.168.1.0 から 192.168.1.254 にあります。
 

ステップ 3 これまでのところ持っている設定を保存したいと思ったら、スクロールし、設
定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

リモートクライアント セットアップ
  
手動とのリモートクライアント セットアップか事前共有キーの IKE
 

注: 追加のステップ 3 のキー入力 モード ドロップダウン リストからまたは事前共有キーの
IKE 新しいトンネル セクション 『Manual』 を選択 した場合下記のステップに従って下さ
い。
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ステップ 1.リモート セキュリティゲートウェイ ドロップダウン リストからの VPN トンネ
ルを確立するために適切なクライアント 識別 方式を選択して下さい。 デフォルトは IP だ
けです。 
 

IP だけ-トンネルへのアクセスはクライアントだけのスタティック WAN IP を通して可能性の
あるです。 クライアントのスタティック WAN IP かドメイン名を知っているときだけこのオ
プションを選択できます。 ドロップダウン リストから『IP address』 を選択 し、隣接した
フィールドでクライアントの静的な IP を入力しか、または解決される DNS によってドロッ
プダウン リストから IP を選択し、隣接したフィールドで IP アドレスのドメイン名を入力し
て下さい。 IP アドレスのローカルDNSサーバを通して、ルータは IP アドレスを自動的に取
得できます。
 

注: トンネルによって追加のステップ 3 のキー入力 モード ドロップダウン リストから
新しいトンネルを『Manual』 を選択 するか、または VPN セクションをグループ化す
る場合、これは利用可能 な唯一のオプションです。
 

 
IP + トンネルへのドメイン名（FQDN）認証アクセスはクライアントおよび登録済みのドメ
インの静的IP 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、
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。 ドロップダウン
リストから『IP address』 を選択 し、隣接したフィールドでクライアントの静的な IP を入
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力しか、または解決される DNS によってドロップダウン リストから IP を選択し、隣接した
フィールドで IP アドレスのドメイン名を入力して下さい。 IP アドレスのローカルDNSサー
バを通して、ルータは IP アドレスを自動的に取得できます。
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クライアントおよび
eメールアドレスの静的IP 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。 ドロップダウン
リストから『IP address』 を選択 し、隣接したフィールドでクライアントの静的な IP を入
力しか、または解決される DNS によってドロップダウン リストから IP を選択し、隣接した
フィールドで IP アドレスのドメイン名を入力して下さい。 IP アドレスのローカルDNSサー
バを通して、ルータは IP アドレスを自動的に取得できます。
動的IP + トンネルへのドメイン名（FQDN）認証アクセスはクライアントおよび登録済みの
ドメインのダイナミックIP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、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 + 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クライアントお
よび eメールアドレスのダイナミックIP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。
 

呼び出します。 これまでのところ持っている設定を保存したいと思ったら、スクロールし
、設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

証明書との IKE のリモート グループセットアップ
 

注: 追加のステップ 3 のキー入力 モード ドロップダウン リストから証明書と新しいトンネ
ル セクションを『IKE』 を選択 した場合下記のステップに従って下さい。
 

 
リモート セキュリティゲートウェイ タイプ-クライアント 識別は VPN 接続を確立して証明
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書が付いている IP を通して可能性のあるです。
 

ステップ 1.ドロップダウン リストから解決される DNS によってまたは IP 『IP address』
を選択 して下さい。
 

IP アドレス-トンネルへのアクセスはクライアントだけのスタティック WAN IP を通して可能
性のあるです。 クライアントのスタティック WAN IP を知っているときだけこのオプション
を選択できます。 IP address フィールドでクライアントの静的な IP を入力して下さい。
解決される DNS による IP -クライアントの IP アドレスを有用知らなかったらが、あなたそ
の IP アドレスのドメインを知って下さい。 IP アドレスのドメイン名を入力して下さい。 IP
アドレスのローカルDNSサーバを通して、ルータは IP アドレスを自動的に取得できます。
 

ステップ 2.リモート証明書 ドロップダウン リストから適切なリモート証明書を選択して下
さい。 新しい証明書をインポートするためにリモート証明書を『Import』 をクリック して
下さいまたはクリックするためにデジタル 署名要求を用いる証明書を識別するために CSR
を承認して下さい。
 
注: 新しい証明書をインポートする方法で多くを知りたいと思ったらビューを参照して下さ
い/信頼しました RV320 ルータの SSL 証明書を追加すれば、詳細を承認された CSR につい
て知るために RV320 ルータの証明書署名要求（CSR）を参照して下さい。
 
ステップ 3 これまでのところ持っている設定を保存したいと思ったら、スクロールし、設
定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

IPSec セットアップ
  
IPSec は Manual 鍵によって設定しました
 

注: 追加のステップ 3 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 セクシ
ョンを『Manual』 を選択 した場合下記のステップに従って下さい。
 

 
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 は一緒に着信パケットのための Security Association
（SA）を判別するプロトコル（ESP）ヘッダ Encapsulating Security Payload（ESP）送ら
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れます。 範囲は 100 でデフォルトが ffffffff へ 100、です。
 
ステップ 2.発信 SPI フィールドで発信 Security Parameter Index （SPI）のユニークな
16進値を入力して下さい。 SPI は一緒にアウトゴーイングパケットのための Security
Association （SA）を判別する Encapsulating Security Payload（ESP）送られたプロトコル
（ESP）ヘッダです。 範囲は 100 でデフォルトが ffffffff へ 100、です。
 
注: 接続装置の着信 SPI およびトンネルのもう一方の端の発信 SPI は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 - データ暗号化規格（DES）は古い 56 ビット セキュアようにない下位互換暗号化の方
法です。
トリプル DES - Triple Data Encryption Standard(3DES) は 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。
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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 - メッセージ要約 Algorithm-5 （MD5）は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 32 ディジット 16 進法ハッシュ 関数を表します。
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。
 

 
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 を選択した場合、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 を選択した場合、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
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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 これまでのところ持っている設定を保存したいと思ったら、スクロールし、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 または証明書との IKE の IPSec セットアップ
 

注: 追加のステップ 3 のキー入力 モード ドロップダウン リストから証明書との事前共有キ
ーか IKE と新しいトンネル セクション 『IKE』 を選択 した場合下記のステップに従って下
さい。
 

 
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 がセキュア確実
な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化キ
ー 交換 プロトコルです。 
 

グループ 1 - 768 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。 しか
しそれは 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
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低い場合好まれます。
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。
 

 
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-256 はそれがセキュア暗号化の方法であるので
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、多くの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、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。
AES-128 - 高度暗号化規格（AES）は 128 ビット暗号化 方式です繰り返しの 10 サイクルに
よって暗号文に平文をトランスフォームする。
AES-192 - 高度暗号化規格（AES）は 192 ビット暗号化 方式です繰り返しの 12 サイクルに
よって暗号文に平文をトランスフォームする。
AES-256 - 高度暗号化規格（AES）は 256 ビット暗号化 方式です繰り返しの 14 サイクルに
よって暗号文に平文をトランスフォームする。
 



●

●

 
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。
 

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 - 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。
 



 
ステップ 4.秒に時間数を、フェーズ 1、VPN トンネル アクティブのままになりますフェー
ズ 1 SA ライフタイム フィールドで入力して下さい。  既定の時刻は 28800 秒です。
 
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。 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化キ
ー 交換 プロトコルです。
 

グループ 1 - 768 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。 しか
しそれは 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。
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。
 



●

●

●

●

●

 
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-256 はそれがセキュア暗号化の方法であるので
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、多くの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、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。
AES-128 - 高度暗号化規格（AES）は 128 ビット暗号化 方式です 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。
AES-192 - 高度暗号化規格（AES）は 192 ビット暗号化 方式です 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。
AES-256 - 高度暗号化規格（AES）は 256 ビット暗号化 方式です 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。
 



●

●
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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 - 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 - 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.秒に時間数を、フェーズ 2、VPN トンネル アクティブのままになりますフェー
ズ 2 SA ライフタイム フィールドで入力して下さい。  既定の時刻は 3600 秒です。
 
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。 30 までの英数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-これは人種差別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。 IPSec セットアップセクションのステップ 10 の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する場合、事前共有鍵の強度 メートルだけ現われられます。
 

注: add のためのステップ 3 のキー入力 モード ドロップダウン リストから事前共有キーと
新しいトンネル セクションを『IKE』 を選択 する場合、だけステップ 10 を、ステップ 11
設定し、事前共有鍵の強度 メートルを表示するオプションがあることができます。
 
ステップ 12： これまでのところ持っている設定を保存したいと思ったら、スクロールし、
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 または証明書との IKE の高度セットアップ
 

詳細設定は認証 キーの事前共有キーの IKE および IKE だけのために可能性のあるです。



Manual 鍵設定に高度設定がありません。
 

 
ステップ 1.事前共有キーの IKE の詳細設定を得るために『Advanced』 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 はキープアライブ チェックボ
ックス 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 - 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 128 ディジット 16 進法ハッシュ 関数を表します。
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。
 

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。
 



●
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ステップ 7 プライベートLAN からパブリックIPアドレスによってインターネットにアクセ
スしたいと思う場合 NAT 走査チェックボックスをチェックして下さい。 NAT 走査はあら
ゆる悪意のある不正侵入かディスカバリから私用 IP アドレスを保護する公共 IP アドレスと
して内部 システムの私用 IP アドレスをようである使用されます。
 
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 メッセージの期間か間隔を入力して下さい。
 

 
ステップ 9： VPN 接続により多くのセキュリティおよび認証を提供するために拡張認証を
チェックして下さい。 VPN 接続の認証を拡張するために appropriate オプション・ ボタン
をクリックして下さい。
 

IPSec ホスト- IPSec ホストによる拡張認証。 このオプションを選択する場合、User Name
フィールドで IPSec ホストおよび Password フィールドでパスワードのユーザ名を入力して
下さい。
エッジ デバイス-エッジ デバイスを通した拡張認証。 このオプションを選択する場合、ドロ
ップダウン リストからのエッジ デバイスが含まれているデータベースを選択して下さい。
データベースを追加するか、または編集したいと思う場合『Add/Edit』 をクリック して下さ
い。
 

注: 多くをローカルデータベースを追加しか、または編集する方法で知るために RV320 ル
ータのユーザおよびドメイン管理 設定を参照して下さい。
 
ステップ 10。 着信 トンネル要求者に IP アドレスを提供するためにモードコンフィギュレ
ーションをチェックして下さい。
 
注: ステップ 9 からステップ 11 はトンネル VPN における IKE 事前共有キー入力 モードに
利用できます。
 



ステップ 11.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

結論
 

今 RV32x シリーズ VPN ルータのゲートウェイ VPN に単一 クライアントを設定するために
ステップを理解してしまいました
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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