
RV110W ファイアウォールで設定される設定高
度バーチャル プライベート ネットワーク
（VPN） 
目標
 
バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）は安全に通信するためにパブリックネットワー
ク、かインターネットを、プライベート ネットワークを確立するのに利用します。 インターネッ
ト キー エクスチェンジ（IKE）はプロトコルです 2 つのネットワーク間のセキュアコミュニケー
ションを確立する。 VPN トンネルの両端のための信頼性を確認するトラフィックフローの前に
キーを交換することを使用します。
 
VPN の両端は互いに通信するために正常に同じ VPN ポリシーに従う必要があります。
 
この資料の目標は IKE プロファイルを追加し RV110W 無線ルータの VPN ポリシーを設定する方
法を説明することです。
  
適当なデバイス
 
• RV110W
  
[Software Version]
 
• 1.2.0.9
  
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. 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:
 



ステップ 2.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 ページは開きます:
 

ステップ 3 Policy Name フィールドでは、容易に識別するために IKE ポリシーの名前を入力して
下さい。
 



ステップ 4. 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 — 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操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— IKE ポリシー メインモードよりより少しが安全に速く操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 5.暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストからアルゴリズムを選択して下さい:
 
• 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だけ旧式で、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。 一般に、AES
はまたファースト トリプル DES よりより少なくセキュアですが、が、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 6. choose 認証アルゴリズム ドロップダウン リストからの認証を望みました:
 
• 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）は認証のために 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） 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 7 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 8 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。



• グループ 1 - 768 ビット—低い強度キーおよび最も不確かな認証 グループ。 しかし IKE キーを
計算するのにより少ない時間かかります。 このオプション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—高力キーおよびセキュア認証 グループ。 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 9. SA が SA ライフタイム フィールドで更新される前に（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 10. （オプションの）チェック Dead Peer Detection を有効に する Dead Peer
Detection フィールドの Enable チェックボックス。 ピアが機能し終えたかどうか見るためにピア
検出監視 IKE 同位を譲渡して下さい。 Dead Peer Detection 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行為ピア 検出、入力する場合ステップ 11.
（オプションの） （秒で）ピアは行為ピア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。
 
ステップ 12： 非アクティブ ピアが廃棄されたイン行為ピア 検出 タイムアウト フィールドであ
る前に待つためにステップ 9 のイネーブルになった行為ピア 検出、何秒に入る場合（オプション
の）。
 
ステップ 13： すべての設定を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

VPN ポリシー 設定



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:
 

ステップ 2. VPN ポリシー 表から『Add Row』 をクリック して下さい。 高度 VPN ポリシー
Setup ウィンドウは現われます: 
 



VPN ポリシー 設定を追加して下さい/書き換えて下さい
 

ステップ 1.容易に識別するために Policy Name フィールドでポリシーの固有の名前を入力して下
さい。
 

ステップ 2.ポリシーの種類ドロップダウン リストから適切なポリシーの種類を選択して下さい。
 
• オートは policy — パラメータ自動的に設定できます。 この場合 IKE （Internet Key
Exchange（IKE））プロトコルが 2 つの VPN エンドポイントの間でネゴシエートすることが、
ポリシーに加えて、必要となります。
 
• マニュアル policy —この場合 VPN のキーの設定が含まれているすべての設定が各エンドポイン
トのために、手動で入力されるトンネル伝送する。
 

ステップ 3.リモートエンドポイント ドロップダウン リストからのリモートエンドポイントでゲ
ートウェイを識別する IP 識別子の種類を選択して下さい。
 
• ip address — リモートエンドポイントのゲートウェイの IP アドレス。 このオプションを選択す
る場合、フィールドで IP アドレスを入力して下さい。
 
• FQDN （完全修飾ドメイン ネーム） —リモートエンドポイントのゲートウェイの完全修飾ドメ



イン ネームを入力して下さい。 このオプションを選択する場合、提供されるフィールドで完全修
飾ドメイン ネームを入力して下さい。
  

ローカル トラフィック選択
 

ステップ 1.ローカルIP ドロップダウン リストからのエンドポイントに提供したいと思う識別子
の種類を選択して下さい。
 

• 単一これは 1 ホストにポリシーを制限します。 このオプションを選択する場合、IP address フ
ィールドで IP アドレスを入力して下さい。
 

• サブネット— IP の境界を定義するこれはマスクです。 これは規定 された サブネットからのホ
ストだけが VPN に接続するようにします。 VPN に接続するために、コンピュータは論理的のお
よびオペレーションによって選択されます。 必要な同じ範囲にコンピュータが IP 落ちます『
IF』 を選択 されます。 このオプションを選択する場合、IP アドレスを入力し、IP アドレスおよ
び Subnet フィールドでサブネット化して下さい。
  
RemoteTraffic 選択
 

ステップ 1.ローカルIP ドロップダウン リストからのエンドポイントに提供したいと思う識別子
の種類を選択して下さい:
 



• 単一これは 1 ホストにポリシーを制限します。 このオプションを選択する場合、IP address フ
ィールドで IP アドレスを入力して下さい。
 

• サブネット— IP の境界を定義するこれはマスクです。 これは規定 された サブネットからのホ
ストだけが VPN に接続するようにします。 VPN に接続するために、コンピュータは論理的のお
よびオペレーションによって選択されます。 必要な同じ範囲にコンピュータが IP 落ちます『
IF』 を選択 されます。 このオプションを選択する場合、IP アドレスを入力し、IP アドレスおよ
び Subnet フィールドでサブネット化して下さい。
  

手動ポリシー パラメータ
 

手動ポリシー パラメータを設定するために、ポリシーを追加のステップ 2 のポリシーの種類ドロ
ップダウン リストから『Manual』 を選択 して下さい/VPN ポリシー 設定 セクションを編集して
下さい。
 

ステップ 1. SPI 着信 フィールドで 3 と 8 間の 16進値を入力して下さい。 ステートフル パケッ
ト点検（SPI）は強度のパケット インスペクションと言われるテクノロジーです。 SPI はコンピ
ュータ ネットワークの安全保存を助けるいくつかのセキュリティ機能を設定します。 SPI 着信値
は前のデバイスの SPI 発信に対応しますあります。 リモート VPN エンドポイントに SPI 発信 フ
ィールドで同じ値があれば、どの値でも受諾可能です。
 
ステップ 2. SPI 発信 フィールドで 3 と 8 間の 16進値を入力して下さい。
 



ステップ 3.暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストから適切な暗号化アルゴリズムを選択し
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だけ旧式で、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 の円形に基づいて 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。 一般に、AES
はまたファースト トリプル DES よりより少なくセキュアですが、が、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 4.フィールド キーのでインバウンドポリシーの暗号化キーを入力して下さい。 キーの
長さはステップ 3.で選択されるアルゴリズムによって決まります。
 
ステップ 5.キー フィールドでアウトバウンドポリシーの暗号化キーを入力して下さい。
 

ステップ 6.統合 アルゴリズム ドロップダウン リストから適切な統合 アルゴリズムを選択して下
さい。 このアルゴリズムはデータの統合を検証します:
 
• MD5 —このアルゴリズムは 16 文字に変調長さを規定 します。 メッセージ ダイジェスト アル
ゴリズム 5 （MD5）は抵抗力がある衝突でし、この特性に頼るデジタル署名または SSL 証明書
のようなアプリケーションのために適しています。 MD5 は 128 bit 値にバイト ストリームを圧縮
しますが、SHA は 160 ビット値にそれを圧縮します。 MD5 は MD5 がハッシュ アルゴリズムの
より古いバージョンで、衝突不正侵入に脆弱であるどんなに計算してわずかにより安いです。
 
• SHA1 — Secure Hash Algorithm（SHA）バージョン 1 （SHA1）は MD5 よりセキュアのが、そ
れかけます計算するのに時間をです 160 ビット ハッシュ 関数。
 
• SHA2-256 —このアルゴリズムは 32 文字に変調長さを規定 します。 
 



ステップ 7.インバウンドポリシーのための統合 キーを（統合モードの ESP のために）入力して
下さい。 キーの長さはステップ 6.で選択されるアルゴリズムによって決まります。
 
ステップ 8.キー フィールドでアウトバウンドポリシーの統合 キーを入力して下さい。 従って受
信への VPN 接続は発信のために、もう一方の端の受信キーを一致する 一端必要からの送信キー
設定されます。
 
注: SPI 着信および発信、暗号化アルゴリズム、統合 アルゴリズムおよびキー接続の成功のため
の VPN トンネルのもう一方の端に同じである必要があって下さい。
  

オート ポリシー パラメータ
 

ステップ 1. SA ライフタイム フィールドの秒に Security Association （SA）の期間に入って下さ
い。 SA ライフタイムはどのキーでもライフタイムに達したら、あらゆる関連する SA 自動的に
再取り決めされますあります。
 



ステップ 2.暗号化アルゴリズム ドロップダウン リストから適切な暗号化アルゴリズムを選択し
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だけ旧式で、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 の円形に基づいて 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。 一般に、AES
はまたファースト トリプル DES よりより少なくセキュアですが、が、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 3.統合 アルゴリズム ドロップダウン リストから適切な統合 アルゴリズムを選択して下
さい。 このアルゴリズムはデータの統合を検証します。
 
• MD5 —このアルゴリズムは 16 文字に変調長さを規定 します。 メッセージ ダイジェスト アル



ゴリズム 5 （MD5）は抵抗力がある衝突でし、この特性に頼るデジタル署名または SSL 証明書
のようなアプリケーションのために適しています。 MD5 は 128 bit 値にバイト ストリームを圧縮
しますが、SHA は 160 ビット値にそれを圧縮します。 MD5 は MD5 がハッシュ アルゴリズムの
より古いバージョンで、衝突不正侵入に脆弱であるどんなに計算してわずかにより安いです。
 
• SHA1 — Secure Hash Algorithm（SHA）バージョン 1 （SHA1）は MD5 よりセキュアのが、そ
れかけます計算するのに時間をです 160 ビット ハッシュ 関数。
 
• SHA2-256 —このアルゴリズムは 32 文字に変調長さを規定 します。 
 

ステップ 4. （オプションの）チェック セキュリティを向上することである完全転送秘密を有効
に する PFS キー Group フィールドの Enable チェックボックス。 
 

ステップ 5 ステップ 4 のイネーブルをチェックした場合、PFS キー Group フィールド ドロップ
ダウン リストから適切な Diffie-Hellmanキー交換を選択して下さい。
 
• 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 6. 『IKE』 を選択 ポリシー ドロップダウン リストから適切な IKE ポリシーを選択して
下さい。 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。 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 7.すべての設定を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
 
注: SA -ライフタイム、暗号化アルゴリズム、統合 アルゴリズム、接続の成功のための VPN トン
ネルのもう一方の端に同じである PFS キー グループおよび IKE ポリシー必要。
 
RV110W のより多くの技術情報を閲覧したいと思う場合ここをクリックして下さい。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/routers/rv110w-wireless-n-vpn-firewall/model.html
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