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RV132W または RV134W ルータの設定 サイト
間のIPSec バーチャル プライベート ネットワー
ク （VPN） 

目標
 

サイト ツー サイト仮想プライベート ネットワーク（VPN）は VPN トポロジーに割り当て
られる IPsec ポリシーに基づいて設定されています。 IPsec ポリシーはパラメータセット
です IPSecトンネルのトラフィックを保護するのに使用するアルゴリズムおよびセキュリテ
ィプロトコルのようなサイト間VPN の特性を、定義する。
 
単一ゲートウェイ間 VPN のための RV132W および RV134W ルータ サポート サイト間の
IPSec VPN はトンネル伝送します。 基本 VPN 設定を行った後、別の VPN 対応 ルータに安
全に接続できます。 たとえば分岐サイトに社内ネットワークに安全なアクセスがアクセス
できるように、分岐サイトで企業のサイトでサイト間VPN トンネルを接続するルータに接
続するためにデバイスを設定できます。
 
この技術情報は RV132W または RV134W ルータのサイト間のIPSec 接続の基本的な VPN
設定を行う方法を示すことを向けます。
  

適当なデバイス
 

RV132W
RV134W
  

[Software Version]
 

1.0.0.17 — RV132W
1.0.0.21 — RV134W
  

ルータの設定 サイト間のIPSec VPN
 

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 > 基本的な
VPN のセットアップ 『VPN』 を選択 し。 
 



 
呼び出します。 新しい接続 Name フィールドでは、VPN トンネルの名前を入力して下さい
。 名前は文字だけ、数およびハイフンが含まれている場合があります。
 
注: この例では、名前は Branch1 です。 
 

 
ステップ 3 Pre-Shared Key フィールドでは、2 人のルータの間で交換されるパスワード入
力して下さい、か事前共有キーを。 パスワードは 8 のおよび 49 文字の間にある必要があり
ます。
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注: この例では、事前共有キーは Cisco1234$ です。 
 

 
ステップ 4 プロトコル ドロップダウン リストで、プロトコル名を選択して下さい。 このオ
プションは次のいずれかです。
 

ESP — Encapsulating Security Payload（ESP） プロトコルはパケットの原点信頼性、整合
性および機密保持 保護を提供します。
AH — 認証ヘッダー（AH） プロトコルはデータグラムの原点を認証し、データの統合を保証
します。
 

注: この例では、ESP は選択されます。 
 



●

●

 
ステップ 5.ドロップダウン メニューからリモートエンドポイントを選択して下さい。 この
オプションは次のいずれかです。
 

ip address —このオプションはデバイスが IP アドレスとに接続するルータを識別します。
FQDN — 完全修飾ドメイン名 （FQDN）はデバイスがドメイン名とに接続するルータを識別
します。
 

注: この例では、IP アドレスは選択されます。 
 



 
ステップ 6.リモート WAN （インターネット） IP address フィールドでリモート WAN
（インターネット） IP アドレスか FQDN を入力して下さい。
 
注: この例では、リモート WAN （インターネット） IP アドレスは 10.11.12.13 です。 
 



 
ステップ 7.ローカル WAN （インターネット） IP address フィールドのソース IP アドレス
が正しいことを確認して下さい。 これは自動的に生成されます。
 
注: この例では、ローカル WAN （インターネット） IP アドレスは 192.168.100.121 です。 
 



 
ステップ 8.リモートLAN （ローカルネットワーク） IP address フィールドでリモートエン
ドポイントのプライベート ネットワーク（LAN） IP アドレスを入力して下さい。 これはリ
モートサイトに内部ネットワークの IP アドレスです。
 
注: この例では、リモートLAN （ローカルネットワーク） IP アドレスは 10.10.100.162 で
す。 
 



 
ステップ 9.リモートLAN （インターネット）サブネット マスク フィールドのリモートエン
ドポイントのプライベート ネットワーク（LAN）サブネット マスクを確認して下さい。 こ
れは自動的に生成されます。
 
注: この例では、リモートLAN （ローカルネットワーク）サブネット マスクは 255.0.0.0 で
す。 
 



 
ステップ 10.ローカルLAN （ローカルネットワーク） IP address フィールドでローカルネ
ットワークのプライベート ネットワーク（LAN） IP アドレスを入力して下さい。 これはデ
バイスの内部ネットワークの IP アドレスです。
 
注: この例では、ローカルLAN （ローカルネットワーク） IP アドレスは 192.168.100.128
です。 
 



 
ステップ 11.ローカルLAN （ローカルネットワーク）サブネット マスク フィールドのロー
カル エンドポイントのプライベート ネットワーク（LAN）サブネット マスクを確認して下
さい。 これは自動的に生成されます。
 
注: この例では、ローカルLAN （ローカルネットワーク）サブネット マスクは
255.255.255.0 です。 
 



 
注: リモート WAN およびリモートLAN IP アドレスは同じ サブネットであることができま
せん。 たとえばトラフィックが VPN にルーティングされるとき、192.168.1.100 のリモー
トLAN IP アドレスによりおよび 192.168.1.115 のローカルLAN IP アドレスは競合を引き起
こします。 第 3 オクテットは IP アドレスが異なるサブネットにあるように異なる必要があ
ります。 たとえば、192.168.1.199 のリモートLAN IP アドレスおよび 192.168.2.100 のロ
ーカルLAN IP アドレスは受諾可能です。
 
ステップ 12： [Save] をクリックします。
 
今うまく RV132W または RV134W ルータのサイト間のIPSec VPN を設定する必要があり
ます。
 


	RV132W または RV134W ルータの設定 サイト間のIPSec バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	ルータの設定 サイト間のIPSec VPN


