
Cisco RV320 ギガビット二重 WAN VPN Router
と Cisco 500 シリーズ 統合サービス アダプタ間
のサイト間VPN トンネルを設定します 

目標
 

公共行上の暗号化されたチャネルの形でプライベート リンクを模倣する主要なプライベー
ト ネットワークにリモートネットワークを接続するために広く利用されたテクノロジーと
して存在 する バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）。 リモートネットワークは
私用 主要なネットワークにように 2フェーズ ネゴシエーションが理由でセキュリティ上の
問題なしでそれを復号化する方法を VPN エンドポイントだけ知っている方法で VPN トラ
フィックを暗号化する私用 主要なネットワークの一部として存在 するそれ接続できます。 
この短いガイドは Cisco 500 シリーズ構築するために設計例を統合サービス アダプタと
Cisco RV シリーズ ルータ間のサイト間のIPSec VPN トンネルを提供します。
  

適当なデバイス
 

• Cisco RV シリーズ ルータ（RV320） 
• Cisco 500 シリーズ 統合サービス アダプタ（ISA570）
  

[Software Version]
 

• 4.2.2.08 [Cisco RV0xx シリーズ VPN ルータ]
  

事前設定
 

ネットワーク図 
以下はサイト間VPN トポロジーを示します。 



 
サイト間のIPSec VPN トンネルはリモートオフィスの Cisco RV シリーズ ルータと主要な
オフィスの ISA の間で Cisco 500 シリーズ設定され、確立されます。 
この設定を使うと、リモートオフィスの LAN 192.168.1.0/24 のホストおよび主要なオフィ
スの LAN 10.10.10.0/24 のホストは VPN に安全に互いに通信できます。
  

コア概念
 
ンターネット キー交換（IKE）
 

インターネット キー エクスチェンジ（IKE）は IPSecプロトコル スイートの Security
Association （SA）を設定するのに使用されるプロトコルです。 Oakley プロトコル、イン
ターネットセキュリティアソシエーションおよびキー管理プロトコル（ISAKMP）の IKE ビ
ルドは、および Diffie-Hellmanキー交換を暗号化キーが得られる共用セッション シークレッ
トを設定するのに使用します。
  

Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）
 

Internet Security Association and Key Management Protocol（ISAKMP）が 2 つの VPN エ
ンドポイント間の VPN トンネルをネゴシエートするのに使用されています。 認証、通信お
よびキーマネージメントにおける手順を定義し、IKE プロトコルによって暗号化キーを交換
し、信頼できる接続を確立することを使用します。
  

IPSec（Internet Protocol Security）
 

IP セキュリティプロトコル（IPsec）はデータ ストリームの各 IPパケットを認証し、暗号
化することによって IP コミュニケーションを保護するためのプロトコル スイート行います
。 IPsec はまたセッションの間に使用されるべきセッションの始めにエージェントと暗号化
キーのネゴシエーション間の相互認証を確立するためのプロトコルが含まれています。
 IPsec がホストのペア、ゲートウェイ、またはネットワーク間のデータフローを保護するの
に使用することができます。
 



設計のヒント
 

VPN トポロジー—ポイントツーポイント VPN トポロジーは保護された IPSecトンネルがメ
インサイトとリモートサイトの間で設定されることを意味します。 
ビジネスはマルチサイト トポロジーの複数のリモートサイトをたいていの場合必要とし、
ハブ・アンド・スポーク VPN トポロジーかフル メッシュ VPN トポロジーを設定します。
ハブ・アンド・スポーク VPN トポロジーはリモートサイトが他のリモートサイトが付いて
いる通信を必要としない、各リモートサイトはメインサイトが付いている保護された
IPSecトンネルだけを確立しますことを意味し。 フル メッシュ VPN トポロジーはリモート
サイトが他のリモートサイトが付いている通信を必要とする、各リモートサイトはメインサ
イトおよび他のすべてのリモートサイトが付いている IPsec 保護された tunntel を確立しま
すことを意味し。 
VPN 認証— VPN トンネルを確立するとき IKE プロトコルが VPN 同位を認証するのに使用
されています。 さまざまな IKE 認証方式はあり、事前共有キーは最も便利な方式です。
Cisco は強い事前共有キーを加えることを推奨します。 
VPN に転送されるデータの機密保持を確認する VPN が encryption — 暗号化アルゴリズム
IP パケットのペイロードを暗号化するのに使用されています。 DES、トリプル DES およ
び AES は 3 よくある暗号化 規格です。 AES は DES およびトリプル DES と比較されたと
きセキュアと考慮されます。 Cisco は強く AES-128 ビットかより高い暗号化を適用するこ
とを推奨します（例えば、AES-192 および AES-256）。 ただし、より強い暗号化アルゴリ
ズムはルータからのより多くの処理リソースを必要とします。 
ダイナミック WAN IP アドレッシングおよびダイナミック ドメイン ネーム サービス
（DDNS）は— VPN トンネル 2 公共 IP アドレスの間で確立される必要があります。 WAN
ルータがインターネットサービスプロバイダー （ISP）から静的な IP アドレスを受け取る
場合、VPN トンネルは静的な公共 IP アドレスを使用して直接設定することができます。
ただし、ほとんどのスモール ビジネスは DSL またはケーブルのような費用効果が高く ブロ
ードバンド な インターネットサービスを利用し、ISP からダイナミック IP アドレスを受け
取ります。 このような場合、ダイナミック ドメイン ネーム サービス（DDNS）が完全修飾
ドメイン名 （FQDN）にダイナミックIPアドレスをマッピング するのに使用することがで
きます。 
LAN IP アドレッシング—各サイトのプライベートLAN IPネットワークアドレスはオーバー
ラップがあるはずです。 各リモートサイトのデフォルト LAN IPネットワークアドレスは常
に変更する必要があります。
  

設定のヒント
 

事前設定 チェックリスト 
ステップ 1. RV320 および DSL またはケーブルモデム間のイーサネットケーブルを接続し
、ISA570 および DSL またはケーブルモデム間のイーサネットケーブルを接続して下さい。 
ステップ 2. RV320 を起動し、次に RV320 の LAN ポートに内部 PC、サーバおよび他の IP
デバイスを接続して下さい。 
ステップ 3. ISA570 を起動し、次に ISA570 の LAN ポートに内部 PC、サーバおよび他の
IP デバイスを接続して下さい。 
ステップ 4.異なるサブネットの各サイトでネットワーク IP アドレスを設定することを確か
めて下さい。 この例では、リモートオフィス LAN は 192.168.1.0 を使用して、主要なオフ
ィス LAN は 10.10.10.0 を使用しています。 
ステップ 5.ローカル PC がそれぞれルータに、および同じ LAN の他の PC とできる接続す
ることを確かめて下さい。
  

WAN 接続の識別
 

ISP がダイナミックIPアドレスか静的IP アドレスを提供するかどうか確認する必要がありま
す。 ISP は通常ダイナミックIPアドレスを提供します、サイト間VPN トンネル設定を完了



する前にこれを確認する必要があります。
  

リモートオフィスの RV320 のためのサイト間のIPSec VPN ト
ンネルの設定
 

ステップ 1.に VPN は > ゲートウェイ間行きます（ピクチャを参照して下さい） 
a.は） RemoteOffice のようなトンネル名を、入力します。 
WAN1 への b.） Set interface。 
c.）設定 される モードを事前共有キーの IKE にキー入力します。 
D.）入力されたローカルIPアドレスおよびリモートIPアドレス。  
次のイメージは RV320 ギガビットに二重 WAN VPN Router をゲートウェイ間ページ示し
ます: 
 

 
 
ステップ 2.セットアップ IPSecトンネル設定（ピクチャを参照して下さい） 
トリプル DES への a.）設定 された 暗号化。 
SHA1 への b.）設定 された 認証。 
c.）チェック 完全転送秘密。 
D.）事前共有キー（両方のルータに同じである必要）設定される。 
以下は IPSec セットアップ（フェーズ 1 をおよび 2）表示します: 



 

 
 
注: サイト間のIPSec VPN トンネルの両側の IPSecトンネル設定が一致する必要があること
に留意して下さい。 どの不一致でも RV320 の IPSecトンネル設定と ISA570 の間にある場
合暗号化キーをネゴシエートし、接続されません、デバイスは両方とも。 
ステップ 3.設定を完了するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

主要なオフィスの ISA570 のためのサイト間のIPSec VPN トン
ネルの設定
 

ステップ 1.に VPN > IKE ポリシーは行きます（ピクチャを参照して下さい） 
ESP_3DES への a.）設定 された 暗号化。 
SHA1 への b.）設定 されたハッシュ。 
事前共有キーへの c.）設定 された 認証。 
D.） 2 をグループ化する設定 された D-H グループ（1024 ビット）。 
次のイメージは IKE ポリシーを示します: 
 



 
 
ステップ 2.に VPN > IKE トランスフォーム セットは行きます（ピクチャを参照して下さい
） 
ESP_SHA1_HMAC への a.）設定 された 統合。 
ESP_DES への b.）設定 された 暗号化。 
以下は IKE トランスフォーム セットを示します: 
 

 
 
ステップ 3.に VPN > IPsec ポリシー > Add > 基本的な設定は行きます（ピクチャを参照し
て下さい）
 

a.は） RV320 のような 説明を、入力します。



b.）への設定 された IPsec ポリシー イネーブル。
静的な IP への c.）設定 された リモート型。
D.）入力された リモートアドレス。
事前共有キーへの e.）設定 された 認証方式。
WAN1 への f.）設定 された WANインターフェイス。
DEFAULT_NETWORK への g.）設定 された ローカルネットワーク。
RV320 への h.）設定 された リモートネットワーク。 
次のイメージは IPsec ポリシー基本的な設定を示します:
 

ステップ 4.に VPN > IPsec ポリシー > Add > 詳細設定は行きます（ピクチャを参照して下さい）
a.）設定 された IKE ポリシーおよび IKE トランスフォームはステップ 1 および 2.で作成される
それらにそれぞれ 設定 します。
0 時間 5 最小値への b.）設定 された SA ライフタイム 0 秒。
c.は） 『OK』 をクリック します。 
以下は IPsec ポリシー詳細設定を示します:



ステップ 5.接続応答 サイト間のIPSec VPN トンネル（ピクチャを参照して下さい）
への a.）設定 された イネーブル VPN。
b.は）ボタンを『Connect』 をクリック します。
次のイメージは Connect ボタンを示します:
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