
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 グループ クライアント 

目標
 

バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）はセキュリティを提供するために事実上
パブリックネットワークを通してリモートユーザのデバイスを接続するのに使用するプライ
ベート ネットワークです。 VPN の種類の 1 つ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を使うと、リモートでエリア間のデータをもっと安全に送受信
するために異なる各地にいる会社の異なるブランチを接続できます。 各ユーザ向けの VPN
の設定を除去すると同時にグループ VPN は VPN の容易な設定を提供します。 RV32x VPN
Router シリーズは最大 2 人の VPNグループをサポートできます。
 
この資料の目標は RV32x シリーズ VPN ルータのゲートウェイ VPN にグループ クライアン
トを設定する方法を説明することです。
  

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 VPN への設定 グループ クライアント
 

ステップ 1.ルータ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.グループ クライアントにゲートウェイ VPN を追加するためにグループ VPNオ
プション・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
 

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。
 



 
注: 非グループはグループの数を表します。 それは自動によって生成されるフィールドです
。
 
ステップ 2. VPNグループがインターフェイス ドロップダウン リストからのゲートウェイに
よって接続する適切なインターフェイスを選択して下さい。
 



 
ステップ 3 ゲートウェイ間 VPN 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。 デフォルトでそれは有効に なります。
 



 
注: モード キー入力します-使用される認証のモードを表示する。 事前共有キーの IKE は自
動的に事前共有キーを生成し、交換するのにトンネルのための認証された通信を確立するた
めにインターネット キー エクスチェンジ（IKE） プロトコルが使用されていることを意味
する唯一のオプションです。
 
ステップ 4 他をデフォルトとして残すために『SAVE』 をクリック して下さい設定を保存
するためにこれまでのところ持ち、スクロールし、設定を保存するために。
  

ローカル グループ セットアップ
 

ステップ 1.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 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。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます: 
 

• IP専用 1 つの特定の 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、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。
 
• LANデバイスの IP range — A 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 フィールドで範囲のための最初および最後
の 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。
 

呼び出します。 他をデフォルトとして残すために『SAVE』 をクリック して下さい設定を
保存するためにこれまでのところ持ち、スクロールし、設定を保存するために。
  

リモートクライアント セットアップ
 

ステップ 1.ユーザの適切なリモートLAN リモート セキュリティグループ型ドロップダウン
リストから 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。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• トンネルへのドメイン名（FQDN）認証アクセスは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。
 
• 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 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。
 
• Microsoft XP/2000 VPN Client —トンネルへのアクセスは組み込み Microsoft XP か 2000
年の VPN Client ソフトウェアのクライアントソフトウェアを通して可能性のあるです。
 

呼び出します。 他をデフォルトとして残すために『SAVE』 をクリック して下さい設定を
保存するためにこれまでのところ持ち、スクロールし、設定を保存するために。
  

IPSec セットアップ
 

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 Diffie-Hellman（DH） グ
ループを 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。 デフィーヘルマンは秘密鍵を共有す
るのに通信を認証するためにフェーズ 1 接続で使用されている暗号化キー 交換 プロトコル
です。 
 



 
 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます: 
 

• Group1 （768 ビット） —キーをファースト計算しましたり、しかし最も少なくセキュ
アです。
 
• Group2 （1024 ビット） —キー遅いの計算しましたり、しかし Group1 よりセキュアで
す。
 
• Group5 （1536 ビット） —キーを最も遅いの計算しましたり、しかしセキュアです。
 

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
暗号化の方法を選択して下さい。 AES-128 は高い安全性およびファースト パフォーマンス
のために推奨されます。 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。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます: 
 

• 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 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。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます: 
 

• 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 128 ビット 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 フェーズ 1 SA ライフ時刻フィールドでは、VPN トンネルがフェーズ 1.にアク
ティブのままになる秒に時間数を入力して下さい。 既定の時刻は 28,800 秒です。
 



 
キーにより多くの保護を提供するステップ 5. （オプションの）は完全転送秘密 チェックボ
ックスをチェックします。 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
ることを可能にします。 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。
 
注:  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。
 
ステップ 6.フェーズ 2 グループ ドロップダウン リストから適切なグループを DH（Diffie-
Hellman） DH（Diffie-Hellman）選択して下さい。 
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます: 
 

• Group1 （768 ビット） —キーをファースト計算しましたり、しかし最も少なくセキュ
アです。
 
• Group2 （1024 ビット） —キー遅いの計算しましたり、しかし Group1 よりセキュアで
す。
 
• Group5 （1536 ビット） —キーを最も遅いの計算しましたり、しかしセキュアです。
 

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
暗号化の方法を選択して下さい。 AES-128 は高い安全性およびファースト パフォーマンス
のために推奨されます。 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。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます: 
 

• 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 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。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます: 
 

• 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 128 ビット 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 9： フェーズ 2 SA ライフタイム フィールドでは、VPN トンネルがフェーズ 2.に
アクティブのままになる秒に時間数を入力して下さい。 既定の時刻は 3600 秒です。
 



 
事前共有キーのための強度メートルを有効に したいと思う場合ステップ 10. （オプション
の）は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ます。
 
注: 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、黄色は受諾可能な強度を示し、グリーンは強い強度を示します。 
 
ステップ 11. Preshared Key フィールドで望ましいキーを入力して下さい。 30 までの 16
進法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: VPN が保護されて残るように頻繁に 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。
 
ステップ 12： 他をデフォルトとして残すために『SAVE』 をクリック して下さい設定を保
存するためにこれまでのところ持ち、スクロールし、設定を保存するために。
  

高度な設定
 

ステップ 1.詳細設定を行うために『Advanced』 をクリック して下さい。
 



 
高度エリアは利用可能 な New フィールドと現われます。  
 

 
ネットワーク速度が低い場合ステップ 2. （オプションの）チェック Aggressive Mode チェ
ックボックス。 アグレッシブモードは交換するより少ない時間を必要とするより少なくセ
キュアであるために交換します 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。
 
IP データグラムのサイズを圧縮したいと思えばステップ 3. （オプションの）チェック圧縮
（サポート IP ペイロード 圧縮 Protocol（IPComp））チェックボックス。 IPComp はネッ
トワーク速度が低ければ、そしてユーザがすぐに損失なしでデータを送信したいと思えば
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 トンネルの接続にアクティブのままになって常にほしい場合ステップ 4. （オプション
の）チェック キープアライブ チェックボックス。 どの接続でも非アクティブになる場合す
ぐに接続を回復するキープアライブ ヘルプ。
 
チェックサムによってデータ オリジンに認証、IP ヘッダーに伸びるデータ統合、および保
護がほしいと思う場合ステップ 5. （オプションの）チェック AH ハッシュ アルゴリズム チ
ェックボックス。 それからドロップダウン リストから適切な認証方式を選択して下さい。
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。
 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます: 
 

• 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 128 ビット 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 チェックボックス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） 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。
 
パブリックIPアドレスによってプライベートLAN からインターネットにアクセスしたいと
思う場合ステップ 7. （オプションの）チェック NAT 走査チェックボックス。 NAT 走査が
内部 システムの私用 IP アドレスを公共 IP アドレスとしてようである作るのにあらゆる悪
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使用されています。
 
ステップ 8.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
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