
CVR100W VPN Router 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）がインターネットのようなパブリックネッ
トワークに異なるネットワークのエンドポイントを、接続するのに使用されています。 こ
の機能は安全に インターネット上のネットワークに接続するためにローカル ネットワーク
から離れているリモートユーザを可能にします。 
 
この技術情報は CVR100W VPN Router の高度 VPN を設定する方法を説明します。 基本的
な VPN のセットアップに関しては、CVR100W VPN Router の技術情報基本的な VPN のセ
ットアップを参照して下さい。
  

適当なデバイス
 

• CVR100W VPN Router
  

[Software Version]
 

• 1.0.1.19
  

高度 VPN のセットアップ
 
初期設定
 

このプロシージャは高度 VPN のセットアップの初期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 するステップ 2. （オ
プションの）は NAT 横断フィールドの Enable チェックボックスをチェックします。 NAT
走査は NAT を利用するゲートウェイの間で作られるべき VPN 接続を有効に 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 するステップ 3. （オプションの）は
（NetBIOS（NetBIOS over IP）） NETBIOS（NETBIOS OVER IP）チェックしますフィー
ルドの Enable チェックボックスを VPN 接続を通して送信 されるためにブロードキャスト
します。 NetBIOS（NetBIOS over IP）ホストを LAN の内で互いに通信するためにイネー
ブルに設定します。
  

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。 この確立された信頼できる接続は 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。 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、IKE ポリシーがどのように動作
するか識別するためにオプションを選択して下さい。
 

• main —このオプションは IKE ポリシーがもっと安全に動作するようにします。 それは
アグレッシブモードより遅いです。 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 ポリシーが速く動作するようにしますが、主要なモード
よりより少なくセキュアです。 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。
 

被告モードを有効に するステップ 4. （オプションの）は被告チェックボックスをチェック
します。 被告モードが有効に なれば CVR100W VPN Router はリモート VPN エンドポイン
トからしか VPN 要求を受け取ることができません。
 
ステップ 5 ローカル ID フィールドで、識別するために望ましい Radio ボタンをローカル
ID を規定 する方法をクリックして下さい。
 

• 自動—このオプションは自動的にローカル ID を割り当てます。
 
• 手動—このオプションが手動で ローカル ID を割り当てるのに使用されています。
 



ローカル ID ドロップダウン リストからのステップ 6. （オプションの）は、ローカル ネッ
トワークのための望ましい識別 方式を選択します。
 

• ip address —このオプションはパブリックIPアドレスによってローカル ネットワークを
識別します。
 
• FQDN —このオプションはローカル ネットワークを識別するのに完全修飾ドメイン名
（FQDN）を使用します。
 

ローカル ID フィールドのステップ 7. （オプションの）は、IP アドレスかドメイン名を入
力します。 エントリはステップ 6.で選択されるオプションに依存しています。
 
ステップ 8 リモート ID フィールドで、識別するために望ましい Radio ボタンをリモート
ID を規定 する方法をクリックして下さい。
 

• 自動—このオプションは自動的にリモート ID を割り当てます。
 
• 手動—このオプションが手動で リモート ID を割り当てるのに使用されています
 

リモート ID ドロップダウン リストからのステップ 9. （オプションの）は、リモートネッ
トワークのための望ましい識別 方式を選択します。
 

• 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 —このオプションはリモートネットワークを識別するのに完全修飾ドメイン名
（FQDN）を使用します。
 

リモート ID フィールドのステップ 10. （オプションの）は、IP アドレスかドメイン名を入
力します。 エントリはステップ 9.で選択されるオプションに依存しています。
 
ステップ 11： 冗長性リモート ID フィールドで、識別するために望ましい Radio ボタンを
冗長性 リモート ID を規定 する方法をクリックして下さい。 冗長性 リモート ID はリモー
トゲートウェイで VPN トンネルを設定するのに使用される代替リモート ID です。
 

• 自動—このオプションは自動的に冗長性 リモート ID を割り当てます。
 
• 手動—このオプションが手動で 冗長性 リモート ID を割り当てるのに使用されています
。
 

ステップ 12： （オプションの）冗長性リモート ID ドロップダウン リストから、冗長性 ネ
ットワークのための望ましい識別 方式を選択して下さい。
 

• ip address —このオプションはパブリックIPアドレスによって冗長性 リモートネットワ
ークを識別します。
 
• FQDN —このオプションは冗長性 リモートネットワークを識別するのに完全修飾ドメイ
ン名 （FQDN）を使用します。
 

ステップ 13： （オプションの）冗長性リモート ID フィールドで、IP アドレスかドメイン
名を入力して下さい。 エントリはステップ 12 で選択されるオプションに依存しています。
 



 
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、Security Association
（SA）をネゴシエートするためにオプションを選択して下さい。
 

• DES —データ暗号化規格（DES）はデータ暗号化のために 56 ビット キー サイズを使用
します。 DES は 1 つのエンドポイントが DES だけをサポートする場合旧式で、使用する
必要があります。
 
• トリプル DES — Triple Data Encryption Standard(3DES) は 3 回 DES を行いが、168 ビ
ットから 112 ビットにキー サイズを実行された DES の円形によって 112 ビットから 56
ビットから変え。 トリプル DES は DES および AES よりセキュアです。
 
• 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。
ある種のハードウェアはファーストであることをトリプル DES が可能にします。 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
は遅い AES-128 よりセキュアでありが、AES-192 はファーストですが、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： 認証アルゴリズム ドロップダウン リストから、VPN ヘッダを認証するため
にオプションを選択して下さい。
 

• MD5 — Message-Digest 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ですが、SHA-1 および SHA2-256 よりファ
ーストです。
 
• SHA-1 — Secure Hash Algorithm（SHA） 1 つは認証のために（SHA-1） 160 ビット ハ
ッシュ値を使用します。 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） 2 つは認証のために（SHA2-256） 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 16： 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 17： Diffie-Hellman（DH） グループ ドロップダウン リストから、IKE が利用す
るグループを DH（Diffie-Hellman）選択して下さい。 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。 より高いグループ ビット番号、セキュ
アはグループはです。
 
ステップ 18： 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 Security Association （SA）がどの位持続するか入力して下さい。
 
ステップ 19： （オプションの） Dead Peer Detection （DPD）を有効に するために、
Dead Peer Detection 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。 DPD
がピアが機能し終えたかどうか確認するために IKE 同位を監察するのに使用されています
。 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。
 
ステップ 20： （オプションの）どの位の割りでピアがアクティビティがあるように確認さ
れるか示すために、DPD 遅延フィールドでタイムインターバルを（秒で）入力して下さい
。 このオプションは DPD がステップ 19 で有効に なる場合利用できます。
 
ステップ 21： （オプションの）非アクティブ ピアが廃棄される前に示すために待つために
どの位、DPD タイムアウト フィールドでどの位（秒で）入力して下さい。 このオプション
は DPD がステップ 19 で有効に なる場合利用できます。
 
ステップ 22： [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 23： （オプションの） IKE ポリシー表の IKE ポリシーを編集するために、ポリシ
ーがあるようにチェックボックスを確認して下さい。 それから『Edit』 をクリック し、必
要フィールドを編集し、『SAVE』 をクリック して下さい。
 
ステップ 24： （オプションの） IKE ポリシー表の IKE ポリシーを削除するために、チェッ
クボックスをポリシーがあるように確認し、『Delete』 をクリック して下さい。 次に
[Save] をクリックします。
  

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。 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、VPN トンネルの設定がどのように
生成されるか識別するために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、規定 するためにオプショ
ンを手動で リモート ID を割り当てる方法を選択して下さい。
 

• 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 —このオプションはリモートネットワークを識別するのに完全修飾ドメイン名
（FQDN）を使用します。
 

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。
 
冗長性を有効に するステップ 6. （オプションの）は冗長性 エンドポイント フィールドの 
Enable チェックボックスをチェックします。 冗長性 エンドポイント オプションはプライ
マリ VPN 接続が失敗するときバックアップ VPN にエンドポイントを接続することを
CVR100W VPN Router が可能にします。
 
手動で 冗長性 ID を割り当てるステップ 7. （オプションの）は冗長性 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ます。
 

• ip address —このオプションはパブリックIPアドレスによって冗長性 リモートネットワ
ークを識別します。
 
• FQDN —このオプションは冗長性 リモートネットワークを識別するのに完全修飾ドメイ
ン名 （FQDN）を使用します。
 

冗長性 エンドポイント ドロップダウン リストの下で入力フィールドで冗長性 アドレスを
、入力するステップ 8. （オプションの）はパブリックIPアドレスかドメイン名を入力しま



す。
 
ロールバックを有効に するステップ 9. （オプションの）はロールバック Enable チェック
ボックスをチェックします。 このオプションはプライマリ VPN 接続が失敗から回復バック
アップ VPN 接続からのプライマリ VPN 接続への自動スイッチを有効に します。
 

 
ステップ 10： ローカル IP ドロップダウン リストから、どのホストがポリシーから影響を
受けるか識別するために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 11： 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 12： サブネット オプションがステップ 10 で選択される場合（オプションの）、
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て
下さい。
 
ステップ 13： リモートIP ドロップダウン リストから、どのホストがポリシーから影響を
受けるか識別するために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 14： 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 15： サブネット オプションがステップ 13 で選択される場合（オプションの）、
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て
下さい。
 



 
注: 手動ポリシー オプションがステップ 3 で選択される場合、ステップ 16 からステップ 23
を実行して下さい; さもなければ、ステップ 24 にスキップして下さい。
 
ステップ 16： 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 から 8 つの 16 進法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。 トンネルの一方の着信 SPI はトンネルの反対側の発信 SPI であるはずです
。
 
ステップ 17： SPI 発信 フィールドでは、VPN 接続の発信 トラフィックの SPI タグのため
の 3 から 8 つの 16 進法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。 トンネルの一方の発信
SPI はトンネルの反対側の着信 SPI であるはずです。
 
ステップ 18： 暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストから、Security Association
（SA）をネゴシエートするためにオプションを選択して下さい。
 

• DES —データ暗号化規格（DES）はデータ暗号化のために 56 ビット キー サイズを使用
します。 DES は 1 つのエンドポイントが DES だけをサポートする場合旧式で、使用する
必要があります。
 
• トリプル DES — Triple Data Encryption Standard(3DES) は 3 回 DES を行いが、168 ビ
ットから 112 ビットにキー サイズを実行された DES の円形によって 112 ビットから 56
ビットから変え。 トリプル DES は DES および AES よりセキュアです。
 
• 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。
 ある種のハードウェアはファーストであることをトリプル DES が可能にします。 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
は遅い AES-128 よりセキュアでありが、AES-192 はファーストですが、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 19： フィールド キーのでは、受信 ポリシーのためのキーを入力して下さい。 キ



ー長はステップ 18 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 は文字キー 24 使用します。
 
• AES-128 は 12 文字キーを使用します。
 
• AES-192 は文字キー 24 使用します。
 
• AES-256 は 32 文字キーを使用します。
 

ステップ 20： 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。 キー
長はステップ 18 で選択されるアルゴリズムによって決まります。 キー長はステップ 18 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 は文字キー 24 使用します。
 
• AES-128 は 12 文字キーを使用します。
 
• AES-192 は文字キー 24 使用します。
 
• AES-256 は 32 文字キーを使用します。
 

ステップ 21： 統合 アルゴリズム ドロップダウン リストから、VPN ヘッダを認証するため
にオプションを選択して下さい。
 

• MD5 — Message-Digest 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 — Secure Hash Algorithm（SHA） 1 つは認証のために（SHA-1） 160 ビット ハ
ッシュ値を使用します。 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） 2 つは認証のために（SHA2-256） 256 ビ
ット ハッシュ値を使用します。 SHA2-256 は遅い MD5 および SHA-1 よりセキュアであ
りではない。
 

ステップ 22： フィールド キーのでは、受信 ポリシーのためのキーを入力して下さい。 キ
ー長はステップ 21 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 23： 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。 キー
長はステップ 21 で選択されるアルゴリズムによって決まります。 キー長はステップ 21 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。
 

 
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 24 からステップ 29 を実行し
て下さい; さもなければ、ステップ 31 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 24： 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 25： 暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストから、Security Association
（SA）をネゴシエートするためにオプションを選択して下さい。
 

• DES —データ暗号化規格（DES）はデータ暗号化のために 56 ビット キー サイズを使用
します。 DES は 1 つのエンドポイントが DES だけをサポートする場合旧式で、使用する
必要があります。
 
• トリプル DES — Triple Data Encryption Standard(3DES) は 3 回 DES を行いが、168 ビ
ットから 112 ビットにキー サイズを実行された DES の円形によって 112 ビットから 56
ビットから変え。 トリプル DES は DES および AES よりセキュアです。
 
• 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。
ある種のハードウェアはファーストであることをトリプル DES が可能にします。 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
は遅い AES-128 よりセキュアでありが、AES-192 はファーストですが、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 26： 統合 アルゴリズム ドロップダウン リストから、VPN ヘッダを認証するため
にオプションを選択して下さい。
 

• MD5 — Message-Digest 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 — Secure Hash Algorithm（SHA） 1 つは認証のために（SHA-1） 160 ビット ハ



ッシュ値を使用します。 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） 2 つは認証のために（SHA2-256） 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 27： 完全な前方機密性（PFS）を有効に するために PFS キー Group 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。 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 28： ステップ 27 の PFS を有効に することを選択した場合（オプションの）
PFS キー Group フィールドの下でドロップダウン リストから、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 29： 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。
 
ステップ 30： 『View』 をクリック する場合（オプションの）、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 31： [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 32： [Save] をクリックします。
 

 
ステップ 33： （オプションの） VPN ポリシー表の VPN ポリシーを編集するために、ポリ
シーがあるようにチェックボックスを確認して下さい。 それから『Edit』 をクリック し、
必要フィールドを編集し、『SAVE』 をクリック して下さい。
 
ステップ 34： （オプションの） VPN ポリシー表の VPN ポリシーを削除するために、チェ
ックボックスをポリシーがあるように確認し、『Delete』 をクリック し、それから『
SAVE』 をクリック して下さい。
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