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RV34x シリーズ ルータのインターネット プロ
トコル セキュリティ（IPSec）プロファイルを
設定して下さい 

目標
 

インターネット プロトコル セキュリティ（IPSec）は 2 人のルータのような 2 同位間のセ
キュアトンネルを、提供します。 敏感考慮され、これらのセキュアトンネルを通って送信
する必要があるパケット、またこれらの敏感なパケットを保護するのに使用する必要がある
パラメータはこれらのトンネルの特性の規定によって定義する必要があります。 それから
IPSec ピアが非常に敏感なパケットを見るとき、それは適切なセキュアトンネルを設定し、
このトンネルによってリモートピアにパケットを送信 します。
 
IPsec がファイアウォールかルータで設定されるとき、境界を交差させるすべてのトラフィ
ックに適用することができる強い セキュリティを提供します。 会社またはワークグループ
内のトラフィックはセキュリティ関連の処理のオーバーヘッドを負いません。
 
この資料の目標は RV34x シリーズ ルータの IPSec プロファイルを設定する方法を示すこと
です。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.1.16
  

設定 IPSec プロファイル
 
IPSec プロファイルを作成して下さい
 

ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログインは > IPSec プロファイル 『
VPN』 を選択 し。
 

 
呼び出します。 IPSec プロファイル 表は既存のプロファイルを示したものです。 [Add] を
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クリックし、新規プロファイルを作成します。
 

 
ステップ 3. Profile Name フィールドのプロファイルの名前を作成して下さい。 Profile
Name は特殊文字のための英数字およびアンダースコアだけ（_）含まれている必要があり
ます。
 
注: この例では、IPSec_VPN は IPSec プロファイル名前として使用されます。
 

 
ステップ 4.プロファイルが認証するのに使用する鍵交換 方式を判別するために Radio ボタ
ンをクリックして下さい。 次のオプションがあります。
 

自動—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インターネット キー エクスチェンジ（IKE） ポリシーを使用します
。 これが選択される場合、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。 自動設定を行うためにここをクリックして下さい。
手動—このオプションはバーチャル プライベート ネットワーク （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
。 手動設定を行うためにここをクリックして下さい。
 

注: この例に関しては、自動は選択されました。
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自動設定を設定して下さい
 

ステップ 1： フェーズ 1 オプション エリアで、DH（Diffie-Hellman）使用されるべき適切
な Diffie-Hellman（DH） グループをグループ ドロップダウン リストからのフェーズ 1 にキ
ーと選択して下さい。 デフィーヘルマンは事前共有キー セットを交換するのに接続で使用
されている暗号化キー 交換 プロトコルです。 アルゴリズムの強度はビットによって判別さ
れます。 次のオプションがあります。
 

Group2 は- 1024 ビット—キー遅いの計算しますが、Group1 よりセキュアです。
Group5 は- 1536 ビット—キーを最も遅いの計算しますが、セキュアです。
 

注: この例では、Group2-1024 ビットは選択されます。
 

 
呼び出します。 暗号化 ドロップダウン リストから、Encapsulating Security
Payload（ESP）および Internet Security Association and Key Management
Protocol（ISAKMP）を暗号化し、復号化するために適切な暗号化の方法を選択して下さい
。 次のオプションがあります。
 

トリプル DES — Triple Data Encryption Standard（3DES）。
AES-128 — Advanced Encryption Standard（AES） 128 bit 鍵を使用します。
AES-192 — Advanced Encryption Standard（AES） 192 ビット キーを使用します。
AES-256 — Advanced Encryption Standard（AES） 256 ビット キーを使用します。
 

注: AES は DES 上の暗号化およびより大きいパフォーマンスおよびセキュリティ用のトリ
プル DES の標準的な方法です。 AES キーを延ばすことはドロップイン パフォーマンスの
セキュリティを強化します。 この例に関しては、AES-256 は選択されます。
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ステップ 3 認証ドロップダウン メニューから、ESP および ISAKMP がどのように認証され
るか判別する認証方式を選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

MD5 — メッセージ ダイジェスト アルゴリズムに 128 ビット ハッシュ 値があります。
SHA-1 — Secure Hash Algorithm（SHA） 160 ビット ハッシュ 値を持っています。
SHA2-256 — Secure Hash Algorithm（SHA） 256 ビット ハッシュ 値と。
 

注: MD5 および SHA は両方とも暗号ハッシュ 関数です。 彼らはデータのピースを奪取 し
、密集させ、一般的に再生可能ではないユニークな 16 進法出力を作成します。 この例では
、SHA2-256 は選択されます。
 

 
ステップ 4 SA ライフタイム フィールドでは、120 から 86400 間の値レンジングを入力し
て下さい。 これはインターネット鍵交換（IKE）セキュリティアソシエーション（SA）が
このフェーズ以内にアクティブのままになる時間いっぱいです。 デフォルト値は 28800 で
す。
 
注: この例では、28801 は使用されます。
 

 
ステップ 5. （オプションの）チェック IPSecトラフィック 暗号化および認証のための New
鍵を生成するイネーブル 完全転送秘密 チェックボックス。
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ステップ 6 フェーズ II オプション エリアのプロトコル 選択ドロップダウン メニューから、
ネゴシエーションの第 2 フェーズに適用するためにプロトコル タイプを選択して下さい。
次のオプションがあります。
 

ESP — これが選択される場合、選択するためにステップ 7 に ESP パケットがどのようにの
暗号化され、復号化されるか暗号化の方法をスキップして下さい。 データ 機密性 サービス
およびオプション データ認証を提供するセキュリティプロトコル、およびリプレイ防止サー
ビス。 ESP は保護されるべきデータをカプセル化します。
AH — 認証ヘッダー（AH）はデータ認証およびオプションの リプレイ防止サービスを提供す
るセキュリティプロトコルです。 AH は保護されるべきデータで組み込まれます（完全な
IPデータグラム）。 これが選択された場合ステップ 8 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 7 ESP がステップ 6 で選択された場合、暗号化 ドロップダウン リストからの
ESP および ISAKMP を暗号化し、復号化するために適切な暗号化の方法を選択して下さい
。 次のオプションがあります。
 

トリプル DES — Triple Data Encryption Standard（3DES）。
AES-128 — Advanced Encryption Standard（AES） 128 bit 鍵を使用します。
AES-192 — Advanced Encryption Standard（AES） 192 ビット キーを使用します。
AES-256 — Advanced Encryption Standard（AES） 256 ビット キーを使用します。
 

注: この例では、AES-256 は選択されます。
 

 
ステップ 8 認証ドロップダウン メニューから、ESP および ISAKMP がどのように認証され
るか判別する認証方式を選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

MD5 — メッセージ ダイジェスト アルゴリズムに 128 ビット ハッシュ 値があります。
SHA-1 — Secure Hash Algorithm（SHA） 160 ビット ハッシュ 値を持っています。
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SHA2-256 — Secure Hash Algorithm（SHA） 256 ビット ハッシュ 値と。
 

注: この例では、SHA2-256 は使用されます。
 

 
ステップ 9： SA ライフタイム フィールドでは、120 から 28800 間の値レンジングを入力
して下さい。 これは IKE SA このフェーズ以内にアクティブのままになる時間いっぱいです
。 デフォルト値は 3600 です。
 
注: この例では、28799 は使用されます。
 

 
ステップ 10： DH（Diffie-Hellman） グループ ドロップダウン リストから、フェーズ 2.に
キーと使用されるべき適切な Diffie-Hellman（DH） グループを選択して下さい。 次のオプ
ションがあります。
 

Group2 は– 1024 ビット—キー遅いの計算しますが、Group1 よりセキュアです。
Group5 は– 1536 ビット—キーを最も遅いの計算しますが、セキュアです。
 

注: この例では、Group5 – 1536 ビットは選択されます。
 

 

ステップ 11.クリックして下さい 。
 
注: IPSec プロファイル 表に戻って奪取 され、新しく作成された IPSec プロファイルは今
現われる必要があります。
 



 
ステップ 12： （オプションの）設定を永久に保存するために、コピー/保存設定 ページに

行くか、またはページ の上部部分でアイコンをクリックして下さい。
 
今うまく RV34x シリーズ ルータのオート IPSec プロファイルを設定する必要があります。
  

手動設定を設定して下さい
 

ステップ 1： SPI 着信 フィールドでは、100 から VPN 接続の着信トラフィックの Security
Parameter Index （SPI）タグのための FFFFFFF に 16進数 レンジングを入力して下さい。
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、100 から 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 FFFFFFF に 16進数 レンジングを入力して下さい。
 
注: この例に関しては、0x1234 は使用されます。
 

 
ステップ 3.暗号化 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
トリプル DES、AES-128、AES-192 および AES-256 です。
 
注: この例では、AES-256 は選択されます。
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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。
 

トリプル DES は 48 文字 キーを使用します。
AES-128 は 32 文字 キーを使用します。
AES-192 は 48 文字 キーを使用します。
AES-256 は 64 文字 キーを使用します。
 

注: この例では、123456789123456789123 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、1a1a1a1a1a1a1a121212 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。
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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 32 文字 キーを使用します。
SHA-1 は 40 文字 キーを使用します。
SHA2-256 は 64 文字 キーを使用します。
 

注: この例では、123456789123456789123 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、1a1a1a1a1a1a1a121212 は…使用されます。
 

 

ステップ 9.クリックして下さい 。
 
注: IPSec プロファイル 表に戻って奪取 され、新しく作成された IPSec プロファイルは今
現われる必要があります。
 



 
設定を永久に保存するステップ 10. （オプションの）はコピー/保存設定 ページに行くか、

またはページ の上部部分でアイコンをクリックします。
 
今うまく RV34x シリーズ ルータの手動 IPSec プロファイルを設定する必要があります。
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