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RV340 か RV345 ルータの設定 Secure Sockets
Layer 仮想 な プライベート ネットワーク（SSL
VPN） 

特別な表記: 認可構造-ファームウェアのバージョン 1.0.3.15 お
よびそれ以降。 進んで、AnyConnect はクライアント ライセ
ンスだけのための充電を負います。 
 
認可している RV340 シリーズ ルータで、RV340 シリーズ ル
ータがあるように記事 AnyConnect を認可する AnyConnect の
その他の情報に関しては確認して下さい。
 
 
目標
 

Webブラウザを使用してセキュア VPN トンネルを確立する Secure Sockets Layer 仮想 な
プライベート ネットワーク（SSL VPN）ゲートウェイ割り当てリモートユーザ。 この機能
は SSL セキュア（HTTPS）ブラウザ サポート上のネイティブ ハイパーテキスト転送プロ
トコル（HTTP）を使用して Web リソースおよびウェブ対応アプリケーションの広範囲へ
の簡単なアクセスを Hypertext Transfer Protocol（HTTP）可能にします。
 
ネットワークトラフィックの暗号化によってセキュアのおよび認証された経路を使用して制
限ネットワークに、リモートアクセスする SSL VPN 割り当てユーザ。
 
RV340 および RV345 ルータは Cisco AnyConnect VPN Client、か別名 Anyconnect セキュ
アな機動性 クライアントをサポートします。 これらのルータは 2 つの SSL VPN トンネル
をデフォルトでサポートし、ユーザは 50 までのトンネルをサポートするためにライセンス
を登録できます。 インストールされ、アクティブにされて、SSL VPN がセキュアを確立す
れば、リモートアクセス VPN トンネル。
 
この技術情報は RV340 または RV345 ルータの SSL VPN を設定する方法を示すことを向け
ます。
  

適当なデバイス
 

RV340
RV345
Cisco Secure モビリティ クライアント
  

[Software Version]
 

1.0.03.15 — RV340、RV345
4.4.01054 — AnyConnect セキュア モビリティ クライアント
  

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
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設定 SSL VPN
 

ステップ 1.ルータ Webベース ユーティリティにアクセスし、> SSL VPN 『VPN』 を選択
して下さい。
 

 
ステップ 2. Cisco SSL VPN サーバをイネーブルに設定するために ONオプション・ボタン
をクリックして下さい。
 

 
必須ゲートウェイ設定
 
次のコンフィギュレーションの設定は必須です:
 
ステップ 3.ドロップダウン リストからゲートウェイ インターフェイスを選択して下さい。
これは SSL VPN トンネルを通してトラフィックを通過させるために使用されるポートです
。 オプションは次のとおりです:
 

WAN1
WAN2
USB1
USB2
 

 
注: この例では、WAN1 は選択されます。
 
ステップ 4. 1 から 65535 まで及ぶゲートウェイ ポート フィールドで SSL VPNゲートウェ
イのために使用するポート番号を入力して下さい。
 



 
注: この例では、8443 はポート番号として使用されます。
 
ステップ 5.ドロップダウン リストから証明書ファイルを選択して下さい。 この証明書は
SSL VPN トンネルを通してネットワークリソースにアクセスするように試みるユーザを認
証します。 ドロップダウン リストはインポートされる証明書およびデフォルト証明書が含
まれています。
 

 
注: この例では、デフォルトは選択されます。
 
ステップ 6.クライアントアドレス プール フィールドでクライアントアドレス プールの IP
アドレスを入力して下さい。 このプールはリモート VPN クライアントに割り当てられる
IP アドレスの範囲です。
 
注: IPアドレス範囲がローカルネットワークの IP アドレスの何れかとオーバーラップしない
ことを確かめて下さい。
 

 
注: この例では、192.168.0.0 は使用されます。
 
ステップ 7.ドロップダウン リストからクライアント ネットマスクを選択して下さい。
 



 
注: この例では、255.255.255.128 は選択されます。
 
ステップ 8.クライアント Domain フィールドでクライアント ドメイン名を入力して下さい
。 これは SSL VPN クライアントに押す必要があるドメイン名です。
 

 
注: この例では、AWideDomain はクライアント ドメイン名として使用されます。
 
ステップ 9.ログイン バナー フィールドのログイン バナーとして出るテキストを入力して下
さい。 これはクライアント ログオンするいつも表示する バナーです。
 

 
注: この例では、ドメインへの歓迎! ログイン バナーとして使用されます。
 
オプションのゲートウェイ設定
 
次のコンフィギュレーションの設定はオプションです:
 



ステップ 1. 60 から 86400 までアイドルタイムアウト レンジングのための秒に値を入力し
て下さい。 これは SSL VPN セッションがアイドル状態に残る場合があること時間期間です
。
 

 
注: この例では、3000 が使用されます。
 
ステップ 2. Session Timeout フィールドの秒に値を入力して下さい。 これはトランスミッ
ション コントロール プロトコル（TCP）またはユーザ データグラム プロトコル（UDP）
セッションが規定 された アイドル時間以降に時間を計ることができるようにかかる時間で
す。 範囲は 60 から 1209600 からです。
 

 
注: この例では、60 は使用されます。
 
ステップ 3. 0 から 3600 まで及ぶ ClientDPD タイムアウト フィールドの秒に値を入力して
下さい。 この値は HELLO/ACK メッセージの定期的な VPN トンネルのステータスをチェッ
クするために送信を規定 します。
 
注:  この機能は VPN トンネルの両端で有効に する必要があります。
 

 
注: この例では、350 は使用されます。
 
ステップ 4. 0 から 3600 まで及ぶ GatewayDPD タイムアウト フィールドの秒に値を入力し
て下さい。 この値は HELLO/ACK メッセージの定期的な VPN トンネルのステータスをチェ
ックするために送信を規定 します。
 
注:  この機能は VPN トンネルの両端で有効に する必要があります。
 

 
注: この例では、360 は使用されます。
 
ステップ 5. 0 から 600 まで及ぶキープ アライブ フィールドの秒に値を入力して下さい。



この機能はルータがインターネットに常に接続されるようにします。 それは廃棄される場
合 VPN 接続を回復するように試みます。
 

 
注: この例では、40 は使用されます。
 
ステップ 6.リース期間 フィールドで接続されるべきトンネルの間に秒に値を入力して下さ
い。 範囲は 600 から 1209600 からです。
 

 
注: この例では、43500 は使用されます。
 
ステップ 7.ネットワークに送信 することができるバイトでパケットサイズを入力して下さ
い。 範囲はからです 576 から 1406 からあります。
 

 
注: この例では、1406 は使用されます。
 
ステップ 8.キーの再生成 間隔 フィールドでリレー 間隔に入って下さい。 キーの再生成 機
能はセッションが設定された後 SSL キーが再取り決めするようにします。 範囲は 0 から
43200 からです。
 



 
注: この例では、3600 は使用されます。
 
ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 

永久に設定を保存するステップ 10. （オプションの）は点滅アイコンを  クリックし
ます。
 
今うまく RV34x ルータの SSL VPN を設定する必要があります。
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