
RV016、RV042、RV042G および RV082 VPN
ルータのゲートウェイ間 VPN の設定詳細設定 

目標
 

バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）はセキュリティを提供するために事実上
パブリックネットワークを通してリモートユーザのデバイスを接続するのに使用するプライ
ベート ネットワークです。 すなわち、互いに接続するべき 2 人のルータ 安全にともう一方
の端の同じリモートネットワークの一部論理的にようである一端のクライアントをゲートウ
ェイ間 VPN 接続可能に。 これはインターネットにより簡単におよび安全に共有されるべき
データおよびリソースを有効に します。 同一の設定は確立されるべき正常なゲートウェイ
間 VPN 接続のための接続の両側でする必要があります。
 
高度ゲートウェイ間 VPN 設定は VPN ユーザ向けにユーザー フレンドリーであるために
VPN トンネルのためのオプションの設定を設定する柔軟性を提供します。 詳細オプション
は事前共有キー モードでの IKE にだけ利用できます。 詳細設定は VPN 接続の両側に同じ
であるはずです。
 
この資料の目標は RV016、RV042、RV042G および RV082 VPN ルータのゲートウェイ間
VPN トンネルの詳細設定を行う方法を示すことです。
 
注: ゲートウェイ間 VPN を設定する方法について詳細を調べることを望んだり RV016 のゲ
ートウェイ間 VPN の技術情報、設定、RV042、RV042G および RV082 VPN ルータを参照
すれば。
  

適当なデバイス
 

• RV016 
• RV042 
• RV042G 
• RV082
  

[Software Version]
 

• v4.2.2.08
  

ゲートウェイ間 VPN の詳細設定の設定
 

ステップ 1.ルータコンフィギュレーション ユーティリティへのログインは > ゲートウェイ
間『VPN』 を選択 し。 ゲートウェイ間ページは開きます:
 

ukp.aspx?vw=1&articleid=3294


 
 
ステップ 2. IPSec セットアップセクションにスクロールし、+ 『Advanced』 をクリック
して下さい。 高度エリアは現われます:
 



 
ステップ 3 ネットワーク速度が低い場合 Aggressive Mode チェックボックスをチェックし
て下さい。 これは SA 接続（交換するより少ない時間をの間にクリアテキストのトンネル
の終了点の ID を必要とするより少なくセキュアであるため 1）フェーズ交換します。
 
ステップ 4 チェックして下さい圧縮（サポート IP Payload Compression Protocol
（IPComp））を IP データグラムのサイズを圧縮したいと思えばチェックボックス。
IPComp は IP データグラムのサイズを圧縮するのに使用されている IP 圧縮プロトコルです
。 IP 圧縮はユーザが、セキュリティをすぐに遅いネットワークを通して損失なしでデータ
を送信したいと思えばがネットワーク速度が低く提供しません場合役立ちます。
 
ステップ 5 VPN トンネルの接続にアクティブのままになって常にほしい場合キープアライ
ブ チェックボックスをチェックして下さい。 どの接続でも非アクティブになる場合接続を
すぐに回復するキープアライブ ヘルプ。
 



 
ステップ 6 認証する ヘッダ（AH）を有効に したいと思う場合 AH ハッシュ アルゴリズム 
チェックボックスをチェックして下さい。 AH はチェックサムによって原点データに認証、
データ統合および IP ヘッダに保護を提供します。 トンネルは両側のための同じアルゴリズ
ムがあるはずです。
 

• MD5 —チェックサム計算によって悪意のある不正侵入からのデータに保護を提供するメ
ッセージ ダイジェスト Algorithm-5 （MD5）は 128 ディジット 16 進法ハッシュ関数です
。
 
• SHA1 — Secure Hash Algorithm（SHA） MD5 よりセキュアのが、それかけます計算す
るのに時間をですバージョン 1 （SHA1）は 160 ビット ハッシュ関数。
 



 
 
ステップ 7 VPN トンネルによってルーティングが不可能なトラフィックを許可したいと思
う場合ブロードキャスト チェックボックスを NetBIOS（NetBIOS over IP）チェックして下
さい。 デフォルトはチェックを外されます。 NetBIOS（NetBIOS over IP） [ネットワーク
コンピュータ]のようないくつかのソフトウェアアプリケーションおよび Windows 機能を通
してネットワークのプリンタおよびコンピュータのようなネットワーク リソースを検出す
るのに使用されています。 
 
ステップ 8 私用 LAN からパブリックIPアドレスによってインターネットにアクセスしたい
と思う場合 NAT 走査チェックボックスをチェックして下さい。 VPN Router が NAT ゲート
ウェイの後ろにある場合、NAT 走査を有効に するためにこのチェックボックスをチェック
して下さい。 トンネルの両端は同じ設定がなければなりません。
 
ステップ 9： HELLO によって VPN トンネル チェックするために Dead Peer Detection 間
隔をまたは定期的な方法の ACK の活気をチェックして下さい。 このチェックボックスをチ
ェックする場合、HELLO メッセージ間の間隔を（秒で）入力して下さい。
 
注: Dead Peer Detection 間隔をチェックしない場合、ステップ 11.にスキップして下さい。
 



 
 
ステップ 10： トンネル バックアップを有効に するためにトンネル Backup チェックボッ
クスをチェックして下さい。 この機能は Dead Peer Detection 間隔がチェックされたらだ
け利用できます。 機能は代替ローカル WANインターフェイスかリモートIPアドレスによっ
て VPN トンネルを再確立することをデバイスが可能にします。
 

• リモート バックアップは ip address —このフィールドのリモートゲートウェイのために
既に設定 された リモートゲートウェイのための代替 IP アドレスを入力するか、または
WAN IP アドレスを入力します。
 
• ローカル interface —接続を回復するのに使用される WANインターフェイス。 ドロップ
ダウン リストから望ましいインターフェイスを選択して下さい。
 
• タイム VPN トンネル バックアップ アイドル状態はバックアップ トンネルが使用される
前に接続しなければプライマリ トンネルがならない時間に入ります（秒で）。
 



 
ステップ 11： 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 は通常使用されるより規定 された ドメイン名のための要求が別の DNS サ
ーバによって処理されるようにします。 ルータはクライアントから DNS 要求を受け取ると
き、ドメイン名と DNS 要求および一致をチェックし、その仕様 DNS サーバに要求を送信
します。
 



 
ステップ 12： DNS1 フィールドで DNS サーバのIPアドレスを入力して下さい。 もう一つ
の DNS サーバがある場合、DNS2 フィールドで DNS サーバのIPアドレスを入力して下さ
い。
 
ステップ 13： ドメイン名 1 直通ドメイン名 4 フィールドでドメイン名を入力して下さい。
これらのドメイン名のための要求はステップ 12 で規定 された DNS サーバによって処理さ
れます。
 
ステップ 14： 変更を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
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