
RV130 または RV130W ルータで設定される設
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）はネットワークの内でまたはネットワーク
の間で確立される信頼できる接続です。 VPN は不正 ホストおよびネットワークのトラフィ
ックからの特定のホストとネットワーク間のトラフィックを分離するのに動作します。 サ
イト間の（ゲートウェイ間） VPN はネットワーク全体を互いに接続しま、セキュリティを
別の方法でインターネットとして知られているパブリック ドメイン上のトンネルの作成に
よって維持します。 各サイトはそれにより長い私用 leased−lines で通貨を貯める同じパブ
リックネットワークにローカル接続だけ、必要とします。
 
VPN はそれが拡張性が高く、ネットワーク トポロジを簡素化し、リモートユーザ向けの移
動時間およびコストの削減によって生産性を改善するように会社に有利です。
 
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。 この信頼できる接続は Security Association
（SA）と呼ばれます。 等ピアの認証のようなこのプロセスで、暗号化アルゴリズム使用さ
れるべき定義するために、セキュリティパラメータを IKE ポリシーを作成できます。 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。
 
この技術情報は IKE ポリシー設定および VPN ポリシー設定をカバーする RV130 または
RV130W ルータの高度 VPN のセットアップを設定する方法を示すことを向けます。
  

適当なデバイス
 

• RV130 
• RV130W
  

[Software Version]
 

• 1.0.3.22
  

設定高度 VPN のセットアップ
 
インターネット キー エクスチェンジ（IKE） ポリシー設定を追加して下さい
/編集して下さい
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインは > サイト間のIPSec VPN
>Advanced VPN のセットアップ 『VPN』 を選択 し。
 



 
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 したいと思う場合ステ
ップ 2. （オプションの）チェック NAT 横断の Enable チェックボックス。 NAT 走査は
VPN 接続が NAT を使用するゲートウェイの間でなされるようにします。 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。
 

 
ステップ 3 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。
 
注： 基本的な設定が行われる場合、下記の表は作成された基本的な VPN 設定が含まれてい
ます。 ポリシーがあるようにチェックボックスを確認することによって既存の IKE ポリシ
ーを編集し、『Edit』 をクリック することができます。 高度 VPN のセットアップ ページ
変更:
 

  

ステップ 4 IKE Name フィールドでは、IKE ポリシーの固有の名前を入力して下さい。

注: 基本的な設定が行われる場合、作成された接続名は IKE 名前として設定 されます。 こ
の例では、VPN1 は『IKE』 を選択 された名前です。



ステップ 5 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 —このオプションは IKE ポリシーがアグレッシブモードより高い安全性と VPN トンネ
ルをネゴシエートするようにします。 より多くのセキュア VPN 接続がネゴシエーションの
速度上の優先順位である場合このオプションをクリックして下さい。

●

積極的—このオプションは IKE ポリシーがファースト メインモードよりより少ない信頼でき
る接続を確立するようにします。 より速い VPN 接続が高い安全性上の優先順位である場合
このオプションをクリックして下さい。

●

注: この例では、本管は選択されます。



ステップ 6.ローカルルータの Internet Security Association and Key Management
Protocol（ISAKMP）を識別するか、または規定 することをローカル識別子 Typedrop-down
リストから選択して下さい。 次のオプションがあります。

ローカル WAN ip — ルータは主要な識別子としてローカル Wide Area Network （WAN） IP
を使用します。 このオプションはインターネットを通って接続します。 このオプションを選
択することは下記のローカル識別子フィールドを選択不可能にします。

●

ip address —これをクリックすることはローカル Identifier フィールドで IP アドレスを入力
することを可能にします。

●

FQDN — http://www.example.com のような完全修飾ドメイン名 （FQDN）かドメイン名はロ
ーカル識別子フィールドでドメイン名か IP アドレスを入力することを可能にします。

●

ユーザ FQDN —このオプションは user@email.com のようなユーザ eメールアドレスです。
ローカル識別子フィールドでドメイン名か IP アドレスを入力して下さい。

●

DER ASN1 DN —このオプションは情報を送信するのに顕著なエンコード ルール抽象構文記
法タイプ 1 （DER ASN1）を使用する識別名 （DN）に対する識別子の型です。 これは VPN
トンネルがユーザ許可証と関連付けられるとき起こります。 これが選択される場合、ローカ
ル識別子フィールドでドメイン名か IP アドレスを入力して下さい。

●

注: この例では、ローカル WAN IP は選択されます。

http://www.example.com


ステップ 7.リモートルータの Internet Security Association and Key Management
Protocol（ISAKMP）を識別するか、または規定 することをリモート識別子の型ドロップダ
ウン リストから選択して下さい。 オプションはリモート WAN IP、IP アドレス、FQDN、
ユーザ FQDN、および DER ASN1 DN です。

注: この例では、リモート WAN IP は選択されます。

ステップ 8.暗号化アルゴリズム 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。

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 は既定の暗号化
アルゴリズムで、が、ファースト 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。

●

注: この例では、AES-128 は選択されます。

ステップ 9： 認証アルゴリズム ドロップダウン リストから、次のオプションから選択して
下さい:

MD5 — MD5 （MD5）は認証のために 128 ビット ハッシュ 値を使用する認証アルゴリズム
です。 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ではない。 SHA-1 はデフォルトの認証
アルゴリズムで、が、ファースト 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 は遅い MD5 および
SHA-1 よりセキュアでありではない。

●

注: この例では、MD5 は選択されます。

ステップ 10： 認証方式 ドロップダウン リストで、次のオプションから選択して下さい:

事前共有キー—このオプションは IKE ピアと共有されるパスワードを必要とします。●

RSA シグニチャ—このオプションは証明書を接続を認証するのに使用します。 これが選択さ
れる場合、Pre-Shared Key フィールドは無効に なります。 ステップ 12 にスキップして下さ
い。

●

注: この例で事前共有キーは選択されます。



ステップ 11： Pre-Shared Key フィールドでは、長さが 8 のおよび 49 文字の間にあるパス
ワードを入力して下さい。

注: この例では、yourpassword123 は使用されます。

ステップ 12： DH（Diffie-Hellman） グループ ドロップダウン リストから、どの Diffie-
Hellman（DH） グループ アルゴリズムを IKE が使用するか選択して下さい。 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。 グループ ビッ
ト番号がより高ければ、よりよいセキュリティ。

注: この例では、Group1 は選択されます。



ステップ 13： 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
SA がどの位持続するか入力して下さい。 範囲は 30 から 86400 秒からです。 デフォルト
は 28800 です。

ステップ 14： （オプションの） Dead Peer Detection （DPD）を有効に するためにイネー
ブル Dead Peer Detection チェックボックスをチェックして下さい。 DPD はピアが機能し
終えた監察しましたりまたはまだ稼働していますかどうか見るために IKE 同位を。 ピアが
デッドように検出する場合、デバイスは IPsec および IKE セキュリティ結合を削除します
。 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。

注: Dead Peer Detection を有効に したくない場合ステップ 17 にスキップして下さい。

ステップ 15： どの位の割りでかステップ 14 のイネーブルになった DPD、入力する場合
（オプションの） （秒で）ピアは DPD 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。

注: DPD 遅延は連続した DPD R-U-THERE メッセージ間の秒の間隔です。 DPD R-U-
THERE メッセージは IPSecトラフィックがアイドル状態のときだけ送信 されます。 デフ
ォルト値は 10 です。



ステップ 16： 何秒を非アクティブ ピアの前に待つことは DPD タイムアウト フィールドで
廃棄されるかステップ 14 のイネーブルになった DPD、入る場合（オプションの）。

注: これはピアがデッドの考慮する前に受け取るために待つデバイスが DPD メッセージへ
の応答をはずである最大時間です。 デフォルト値は 30 です。

ステップ 17： [Save] をクリックします。



注: 主要な高度 VPN のセットアップ ページが再表示されます。

今うまくルータの IKE ポリシー設定を行う必要があります。

設定 VPN ポリシー設定

注： 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。

注: またポリシーがあるようにチェックボックスを確認することによって VPN ポリシーを
編集し、『Edit』 をクリック することができます。 高度 VPN のセットアップ ページは提
示されます:

呼び出します。 追加の下の IPSec Name フィールドでは/VPN 設定 エリアを、入力します
VPN ポリシーの名前を編集して下さい。

注: この例では、VPN1 は使用されます。



ステップ 3 ポリシーの種類ドロップダウン リストから、オプションを選択して下さい。

マニュアルは policy —このオプション VPN トンネルのデータ暗号化および統合のためのキ
ーを手動で設定することを可能にします。 これが選択される場合、手動ポリシー パラメータ
ー領域の下のコンフィギュレーションの設定は有効に なります。 リモート トラフィック選
択までのステップを続けます。 ステップを知るためにここをクリックして下さい。

●

オート policy — ポリシー パラメータは自動的に設定 されます。 このオプションはデータ統
合および暗号化キー交換のために IKE ポリシーを使用します。 これが選択されればオート
ポリシー パラメーター領域の下のコンフィギュレーションの設定は有効に なります。 ステ
ップを知るためにここをクリックして下さい。 IKE プロトコルが 2 つの VPN エンドポイン
トの間で自動的にネゴシエートすることを確かめて下さい。

●

注: この例では、オート ポリシーは選択されます。

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、オプションを選択して下
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 — 特定のコンピュータのためのドメイン名、かホスト、またはインターネット完了し
て下さい。 FQDN は 2 人の部で構成されています: ホスト名およびドメイン名。 このオプシ
ョンはオート ポリシーがステップ 3.で選択されるときしか有効に しないことができます。

●

注: この例に関しては、IP アドレスは選択されます。



ステップ 5 リモートエンドポイント 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。

注: この例では、192.168.2.101 は使用されます。

Network Basic Input/Output System を有効に したいと思えば NetBIOS Enabled チェックボ
ックスが（NetBIOS（NetBIOS over IP）） VPN 接続を通して送信 されるためにブロード
キャストするステップ 6. （オプションの）チェック。 NetBIOS（NetBIOS over IP）ホスト
がローカル エリア ネットワーク （LAN）の内で互いに通信するようにします。

ステップ 7 ローカル トラフィック選択エリアの下のローカルIP 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。

単一 1 ホストにポリシーを制限します。●

サブネット— IPアドレス範囲内のホストが VPN に接続するようにします。●

注: この例では、サブネットは選択されます。



ステップ 8 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。

注: この例では、10.10.10.1 のローカルサブネット IP アドレスは使用されます。

サブネットがステップ 7 で選択される場合ステップ 9. （オプションの）はサブネット マス
ク フィールドで、クライアントのサブネット マスクを入力します。 サブネット マスク フ
ィールドはステップ 1.で単一なら選択されます無効に なります。

注: この例では、255.255.0.0 のサブネット マスクは使用されます。

ステップ 10： リモート トラフィック選択エリアの下のリモートIP 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。

単一 1 ホストにポリシーを制限します。●

サブネット— IPアドレス範囲内のホストが VPN に接続するようにします。●

注: この例では、サブネットは選択されます。



ステップ 11. IP address フィールドの VPN の一部であるホストの IP アドレスの範囲を入
力して下さい。 単一ならステップ 10 で、入力します IP アドレスを選択されます。

注: 下記の例では、10.10.11.2 は使用されます。

ステップ 12： サブネットがステップ 10 で選択される場合（オプションの）、サブネット
マスク フィールドでサブネット IP アドレスのサブネット マスクを入力して下さい。

注: 下記の例では、255.255.0.0 は使用されます。

手動ポリシー パラメータ

注: これらのフィールドは手動ポリシーが選択される場合だけ編集することができます。

ステップ 1： 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 つから 8 つの 16進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。

注: この例に関しては、0xABCD は使用されます。



呼び出します。 SPI 発信 フィールドでは、VPN 接続のアウトゴーイングトラフィックの
SPI タグのための 3 つから 8 つの 16進文字を入力して下さい。

注: この例に関しては、0x1234 は使用されます。

ステップ 3 手動暗号化アルゴリズム 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。 オプションは DES、トリプル DES、AES-128、AES-192 および AES-256 です。

注: この例では、AES-128 は選択されます。

ステップ 4 フィールド キーのでは、インバウンドポリシーのためのキーを入力して下さい
。 変調長さはステップ 3.で選択されるアルゴリズムによって決まります。

DES は 8 文字 キーを使用します。●

トリプル DES は 24 文字 キーを使用します。●

AES-128 は 16 文字 キーを使用します。●

AES-192 は 24 文字 キーを使用します。●

AES-256 は 32 文字 キーを使用します。●



注: この例では、123456789ABCDEFG は使用されます。

ステップ 5 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。 変調長さ
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。

注: この例では、123456789ABCDEFG は使用されます。

ステップ 6 手動統合 アルゴリズム 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。

MD5 — データ統合のために 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 — データ統合のために 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 — データ統合のために 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。

●

注: この例では、MD5 は選択されます。

ステップ 7 フィールド キーのでは、インバウンドポリシーのためのキーを入力して下さい
。 変調長さはステップ 6.で選択されるアルゴリズムによって決まります。

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: この例では、123456789ABCDEFG は使用されます。



ステップ 8 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。 変調長さ
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。

注: この例では、123456789ABCDEFG は使用されます。

オート ポリシー パラメータ

注: 自動 VPN ポリシーを作成する前に、基づいて IKE ポリシーを自動 VPN ポリシーを作成
してほしいかどれにに作成するようにして下さい。これらのフィールドはオート ポリシー
がステップ 3.で選択される場合だけ編集することができます。

ステップ 1： IPSec 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。 範囲は 30-86400 からあります。 デフォルトは 3600 です。

呼び出します。 暗号化アルゴリズム 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。 次のオプションがあります。

注: この例では、AES-128 は選択されます。

DES — に 56 ビットが、非常にセキュア暗号化の方法ではない古い暗号化の方法、しかし下
位互換性必要となるかもしれません。

●

トリプル DES — 168 ビットは、簡単な暗号化の方法 3 回データを暗号化するのでキーサイ
ズを増加するのが常でありました。 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 — 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 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 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。

●

AESGCM — Advanced Encryption Standard（AES） Galois カウンター モードはジェネリッ
クによって認証される暗号化 ブロック 暗号 モードです。 GCM 認証は特に高速実装、また
は効率的で、コンパクトな回線の実装を求めて訴えるそれを作るハードウェアの効率的な実
装に特にうってつけであるオペレーションを使用します。

●

AESCCM — Advanced Encryption Standard（AES） CBC-MAC モードでのカウンターはジ
ェネリックによって認証される暗号化 ブロック 暗号 モードです。 CCM はコンパクトなソフ
トウェア実装の使用のためにうってつけです。

●

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、オプションを選択して下さい。
オプションは MD5、SHA-1 および SHA2-256 です。

注: この例では、SHA-1 は選択されます。

ステップ 4 完全転送秘密 （PFS）を有効に するために PFS キー グループの 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
度を減速します。

ステップ 4 の PFS を有効に することを選択した場合ステップ 5. （オプションの）は
DH（Diffie-Hellman）加入するためにグループをグループ ドロップダウン リストから
DH（Diffie-Hellman）選択します。 グループ番号がより高ければ、よりよいセキュリティ。

注: この例に関しては、グループ 1 は選択されます。

ステップ 6 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。



注: この例では、1 つの IKE ポリシーだけ 1 そうただポリシー現われます設定されました。

ステップ 7. 『SAVE』 をクリック して下さい。

注： 主要な高度 VPN のセットアップ ページが再表示されます。 コンフィギュレーション
の設定が正常に保存されたこと確認のメッセージが現れる必要があります。



ステップ 8 VPN ポリシー 表の下で、VPN を選択し、『Enable』 をクリック するためにチ
ェックボックスをチェックして下さい。

注: 設定された VPN ポリシーはデフォルトで無効に なります。



ステップ 9. 『SAVE』 をクリック して下さい。



今うまく RV130 または RV130W ルータの VPN ポリシーを設定する必要があります。
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