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RV34x シリーズ ルータの設定クライアントにサ
イト バーチャル プライベート ネットワーク
（VPN）接続 

目標
 

クライアントにサイト バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）接続ではサーバの
後ろで社内ネットワークかローカル エリア ネットワーク （LAN）にアクセスするために、
インターネットからのクライアントはサーバに接続できますが、まだネットワークおよびリ
ソースのセキュリティを維持します。 この機能は在宅勤務者および出張者がセキュリティ
を危殆化しないでプライバシーおよび VPN クライアント ソフトウェアの使用によってネッ
トワークにアクセスするようにする新しい VPN トンネルを作成するので非常に役立ちます
。
 
この資料の目標は RV34x シリーズ ルータのクライアントにサイト VPN 接続を設定する方
法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.01.16
  

設定クライアントにサイト VPN
 

ステップ 1.ルータ Webベース ユーティリティへのログインは > クライアントにサイト 『
VPN』 を選択 し。
 

 
ステップ 2. IPSec クライアントにサイト トンネル セクションの下で Add ボタンをクリッ
クして下さい。
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ステップ 3 追加では新しいトンネル エリアは、Cisco VPN Client Radio ボタンをクリック
します。
 

 
ステップ 4 設定を有効に するために Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 5.提供されるフィールドでグループ名を入力して下さい。 これはインターネット
キー エクスチェンジ（IKE）ネゴシエーションの間にこのグループのすべてのメンバーのた
めの識別子として動作します。
 

 
注: A に Z 間の文字を入力すればまたはグループ名に 0 から 9.領域および特殊文字が割り当
てられません。 この例では、TestGroup は使用されます。
 
ステップ 6.インターフェイスを選択するためにドロップダウン リストをクリックして下さ
い。 次のオプションがあります。
 

WAN1
WAN2
USB1
USB2
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注: この例では、WAN1 は選択されます。 これがデフォルト設定です。
 
ステップ 7 IKE 認証方式 エリアで、IKE ベースのトンネルの IKE ネゴシエーションで使用
されるべき認証方式を選択して下さい。 次のオプションがあります。
 

事前共有キー—事前共有キーが含まれているデータの鍵付きハッシュを計算することお
よび送信 することによる IKE 同位 認証する互い。 従って受信ピアが事前共有キーを使
用して同じハッシュを独自に作成できれば場合同位が両方とも同じシークレットを共有
する必要があること他を認証することをピア知っています。 事前共有キーは各 IPSec
ピアがそれがセッションを設定するその他すべてのピアの事前共有キーで設定する必要
があるのでよくスケーリングしません。
certificate — デジタル認証は所有者の証明書識別のような情報が含まれているパッケー
ジです: 証明書の名前か IP アドレス、シリアル番号 有効期限、および証明書所有者の
公開キーのコピー。 標準デジタル認証 形式は X.509 仕様で定義されます。 X.509 バー
ジョン 3 は証明書のためのデータ構造を定義します。
 

 
注: この例では、事前共有キーは選択されます。 これがデフォルト設定です。
 
ステップ 8.提供されるフィールドで事前共有キーを入力して下さい。 これは IKE 同位のグ
ループの中の認証鍵です。
 

 
ステップ 9. （オプションの）チェック 事前共有キー強さメートルを表示し、キーの強さを
判別する最小事前共有キー複雑な状況のための Enable チェックボックス。 キーの強度は次
の通り定義されます:
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赤パスワードは弱いです。
オレンジ—パスワードはかなり強いです。
グリーン—パスワードは強いです。
 

 
注: 平文のパスワードをチェックするために提示 Pre-Shared Key フィールドの Enable チェ
ックボックスをチェックできます。
 

 
ステップ 10. （オプションの）はグループを追加するためにユーザグループ 表のプラス ア
イコンをクリックします。
 

 
ユーザグループが admin またはゲストのためであるかどうかステップ 11. （オプションの
）はドロップダウン リストから選択します。 ユーザアカウントであなた自身のユーザグル
ープを作成した場合、それを選択できます。 この例では、TestGroup を選択します。
 
注: TestGroup はシステム構成 > ユーザグループで作成したユーザグループです。
 

 
注: この例では、TestGroup は選択されます。 ユーザグループを削除したいと思う場合また
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ユーザグループの側のボックスをチェックし、次に Delete ボタンをクリックできます。
 
ステップ 12： モードを選択するために 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。
 

client —このオプションはクライアントが IP アドレスのために要求することを可能にし
、サーバは設定済みアドレス 範囲から IP アドレスを供給します。
ネットワーク拡張モード （NEM） —このオプションはクライアントがクライアントに
よって提案される VPN サービスがサーバの後ろの LAN とサブネット間のトラフィック
で適用される必要があるサブネットを提案することを可能にします。
 

 
注: この例では、クライアントは選択されます。
 
ステップ 13： 開始する IP フィールドで開始 IP アドレスを入力して下さい。 これはクライ
アントに割り当てることができるプールの最初の IP アドレスです。
 

 
注: この例では、192.168.100.1 は使用されます。
 
ステップ 14： 端 IP フィールドで終了 IP アドレスを入力して下さい。 これはクライアント
に割り当てることができるプールの最後の IP アドレスです。
 

 
注: この例では、192.168.100.100 は使用されます。
 
ステップ 15： （オプションの）モードコンフィギュレーション エリアの下で、提供される
フィールドでプライマリDNSサーバの IP アドレスを入力して下さい。
 

 



注: この例では、192.168.1.1 は使用されます。
 
ステップ 16： （オプションの）提供されるフィールドでセカンダリDNSサーバの IP アド
レスを入力して下さい。
 

 
注: この例では、192.168.1.2 は使用されます。
 
ステップ 17： （オプションの）提供されるフィールドでプライマリ WINS サーバの IP ア
ドレスを入力して下さい。
 

 
注: この例では、192.168.1.1 は使用されます。
 
ステップ 18： （オプションの）提供されるフィールドでセカンダリ WINS サーバの IP ア
ドレスを入力して下さい。
 

 
注: この例では、192.168.1.2 は使用されます。
 
ステップ 19： （オプションの）リモートネットワークで使用されるべき提供されるフィー
ルドでデフォルト ドメインを入力して下さい。
 



 
注: この例では、sample.com は使用されます。
 
ステップ 20： （オプションの）バックアップサーバ 1 フィールドで、バックアップサーバ
の IP アドレスかドメイン名を入力して下さい。 これはプライマリ IPSec VPN サーバが失
敗したデバイスが VPN 接続を開始できるところです。 提供されるフィールドで 3 つまでの
バックアップサーバを入力することができます。 バックアップサーバ 1 に 3 つのサーバ間
の高優先順位があり、バックアップサーバ 3 に最も低いのがあります。
 

 
注: この例では、Example.com はバックアップサーバ 1.のために使用されます。
 
ステップ 21： （オプションの）スプリットトンネルをイネーブルに設定するためにスプリ
ットトンネル チェックボックスをチェックして下さい。 スプリット トンネリングはプライ
ベート ネットワークおよびインターネットのリソースに同時にアクセスすることを可能に
します。
 

 
ステップ 22： （オプションの）スプリットトンネル 表の下で、スプリットトンネルのため
の IP アドレスを追加するためにプラス アイコンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 23： （オプションの）提供されるフィールドでスプリットトンネルの IP アドレ
スおよびネットマスクを入力して下さい。
 



 
注: この例では、192.168.1.0 および 255.255.255.0 は使用されます。 またそれぞれボック
スをチェックし、スプリットトンネルを追加するか編集するために、編集するか、または削
除する追加、および Delete ボタンをクリックできます。
 
ステップ 24： （オプションの）分割DNS を有効に するために分割DNS チェックボックス
をチェックして下さい。 分割DNS はネットワークリソースのセキュリティおよびプライバ
シーを維持するために内部および外部ネットワークのための別々の DNSサーバを作成する
ことを可能にします。
 

 
ステップ 25： （オプションの）分割DNS のためのドメイン名を追加するために分割DNS
表の下でプラス アイコンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 26： （オプションの）提供されるフィールドで分割DNS のドメイン名を入力して
下さい。
 

 
注: この例では、labsample.com は使用されます。 またそれぞれボックスをチェックし、分
割DNS を追加するか編集するために、編集するか、または削除する追加、および Delete ボ
タンをクリックできます。
 
ステップ 27： [Apply] をクリックします。
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結論
 
今うまく RV34x シリーズ ルータのクライアントにサイト接続を設定する必要があります。
 
次のトピックで多くを学ぶために次の技術情報をクリックして下さい:
 

RV34x シリーズ ルータのテレワーカー VPN Client を設定して下さい
 
TheGreenBow VPN Client を RV34x シリーズ ルータによって接続するのに使用して下さい
RV34x ルータで設定される VPN Client のためのユーザアカウントを作成して下さい
 
RV34x ルータの VPN のセットアップ用のユーザグループを作成して下さい
 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5728-configure-a-teleworker-vpn-client-on-the-rv34x-series-router.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5748-use-thegreenbow-vpn-client-to-connect-with-rv34x-series-rout.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5752-create-user-accounts-on-the-rv34x-for-vpn-client-setup.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5853-create-user-group-vpn-setup-rv340-router.html
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