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RV160 および RV260 ルータの OpenVPN 
目標
 
この技術情報の目標は RV160 か RV260 ルータの OpenVPN、またコンピュータの OpenVPN の
VPN クライアント設定の設定によってガイドすることです。
  
適当なデバイス
 

RV160
RV260
  

[Software Version]
 

1.0.00.15
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RV160/RV260 ルータの OpenVPN の設定
 
デモ OpenVPN を設定した後自己署名証明書とのログオン
 
コンピュータで設定される OpenVPN クライアント
  
概要
 
OpenVPN は自由、バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）のために設定され、使用で
きるオープンソース アプリケーションです。 それはインターネット上のサーバとリモートクライ
アント場所間のセキュアコミュニケーションを提供するのにクライアントとサーバー間の接続を
使用します。
 
OpenVPN はトラフィック伝送のための UDP および TCP の暗号化のために OpenSSL を使用し
ます。 VPN はコンピュータから VPN 接続を通して送信 される データを暗号化するのでハッカ
ーにより少なく脆弱である保護のセキュアトンネルを提供します。 たとえば、公共の場で WiFi
を、空港のような使用していれば、それは他のユーザによって見られることからデータ、トラン
ザクションおよびクエリを守ります。 HTTPS と同じように、それは両端ポイントの間で送信 さ
れる データを暗号化します。
 
OpenVPN の設定の最も重要なステップの 1 つは認証局（CA）からの証明書を得ています。 これ
は認証のために使用されます。 証明書はサード パーティ サイトのいくつもから購入されます。
それはサイトがセキュアであると証明する公式方法です。 基本的に、CA は正当 な ビジネスで、
信頼することができることを確認する信頼されたソースです。 OpenVPN に関しては最小コスト
でだけより低いレベルの証明書を必要とします。 CA によってチェックされ、情報を確認すれば
、あなたに証明書を発行します。 この証明書はコンピュータのファイルとしてダウンロードする
ことができます。 ルータ（か VPN サーバ）にそして入り、それをそこにアップロードできます
。 、クライアント OpenVPN を使用することを必要としません証明書がそれですルータを通って
確認のためちょうど注意して下さい。
 



前提条件
 
システムに OpenVPN アプリケーションをインストールして下さい。 OpenVPN Webサイトに行
くためにここをクリックして下さい。
 
OpenVPN に関するおよび多くの質問に対する回答詳細についてはここをクリックします持つか
もしれません。
 
注: この設定は Windows 10 に特定です。
 

インストールされる OpenVPN があればアプリケーションはデスクトップでまたはタスク バーの
右側の小さいアイコンとして現われる必要があります。 インストールされた OpenVPN クライア
ントはこれをまた必要とします。
 

https://openvpn.net
https://openvpn.net
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/FAQ
https://community.openvpn.net/openvpn/wiki/FAQ


過しますすべてのデバイスで設定される適切なシステムの時刻を確認して下さい。 適切なシステ
ムの時刻は証明書の作成の前のルータで完全に同期する必要があります。 これは頻繁に自動的に
されます、問題に動作すれば、これはチェックするべき適切な場所です。
  
RV160/RV260 ルータのデモ OpenVPN の設定
 
CA のお金を支払う前に OpenVPN を試したいと思えば、自己署名証明書を作成できます。 これ
は OpenVPN がビジネスのために展開することを望む何かであるかどうか見るノーコストの方法
です。 既に確認していれば CA を購入することを望みます技術情報のこのセクションをスキップ
し、RV160/RV260 ルータの OpenVPN の設定に直接行くことができます。
 
ステップ 1.資格情報を使用してルータにログインして下さい。 デフォルトユーザ名およびパスワ
ードは cisco です。
 
注: それはより複雑な何かにすべてのパスワードを変更すること強く推奨されています。 さもな
ければ、それは玄関口でロックされたドアへキーを任せることのようです。
 



呼び出します。 それはルータの証明書を得ること要件です。 ナビゲートして下さい 
Administration > 証明書 > 生成する CSR/Certificate に… これは証明書のための要求を作成する方
法をです。
 

ステップ 3 CA 認証のための要求を作って下さい。
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ドロップダウン・メニューから CA 認証を選択して下さい
証明書名前を入力して下さい
IP アドレス、完全修飾ドメイン名 （FQDN）、またはメールを入力して下さい。 IP ア
ドレスを入力することは最もよくある選択です。
国を入力して下さい
状態を入力して下さい
局所性名前を、通常都市入力して下さい
組織名を入力して下さい
Organization Unit 名前を入力して下さい
eメールアドレスを入力して下さい
Enter 鍵暗号化長さは、2048 推奨されます
 

右上 Generate ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 4 またサーバ証明を必要とします。 CA 認証によって署名したこの証明書はちょうど作
成した CA 認証によって署名します。
 

ステップ 5 CA 認証によって署名する証明書のための要求を作って下さい。
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ドロップダウン・メニューからの署名要求を『Certificate』 を選択 して下さい
証明書名前を入力して下さい
IP アドレス、完全修飾ドメイン名 （FQDN）、またはメールを入力して下さい。 IP ア
ドレスを入力することは最もよくある選択です。
国を入力して下さい
状態を入力して下さい
局所性名前を、通常都市入力して下さい
組織名を入力して下さい
Organization Unit 名前を入力して下さい
eメールアドレスを入力して下さい
Enter 鍵暗号化長さは、2048 推奨されます
ドロップダウン メニューから適切の認証局（CA）選択して下さい
 

右上 Generate ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 6.システム構成 > ユーザグループへの移動。 新しいグループを追加するためにプラス 
アイコンを選択して下さい。
 

ステップ 7. Radio ボタンが OpenVPN をつけることができるようにグループの名前を入力して下
さい、『ON』 をクリック して下さい。 [Apply] をクリックします。
 



ステップ 8. System Configuration メニューの内でナビゲートし、アカウントを『User』 をクリ
ック して下さい。 ローカル ユーザの下で、プラス アイコンをクリックして下さい。
 

ステップ 9.下記の情報に記入して下さい。 ドロップダウン メニューから OpenVPN を選択する
ことを確かめて下さい。 [Apply] をクリックします。
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依存関係すべては完了した、ルータは OpenVPN のために今設定することができます。
 
ステップ 10.移動への VPN > OpenVPN。 OpenVPN ページは開きます。 ページの各ボックスを
完了しま、ドロップダウン・メニューから以前に作成された証明書を選択することを確かめます
。
 

Enable チェックボックスをチェックして下さい。 トラフィックで許す行っているイン
ターフェイスを選択して下さい。 この場合 Wide Area Network （WAN）は、認証局
（CA） 証明書を選択し。
ドロップダウン・メニューから CA 認証を選択して下さい
ドロップダウン・メニューからダウンロードしたサーバ証明を選択して下さい
認証を『Client』 を選択 して下さい。 『Password』 を選択 すれば彼らはパスワード
で認証する必要があります。 + 証明書 『Password』 を選択 する場合、クライアント
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はまた証明書を持たなければなりません。 これは彼らが別途の CA を購入する必要が
あるのでセキュアでが、VPN のコストに追加します。
クライアントアドレス プールを入力して下さい。 ネットワーク サブネットの IP アド
レスを選択して下さい会社で他の場所使用されない。 予約済みの範囲から選択し、他
の場所使用されない範囲を選択します。
暗号化の形式を選択して下さい。 暗号化がクライアントと同じであることを確かめて
下さい。 DES およびトリプル DES はしか下位互換性に推奨されないし、使用する必
要がありません。
ただどのトラフィックが VPN を通過するか規定 したいと思う場合スプリットトンネル
を選択して下さい。 VPN に関しては、スプリットトンネルは必要です。 他の状況の完
全なトンネルモードはすべてのクライアント トラフィックに VPN を通過してほしいと
き選択されます。
 

ステップ 11.ページをスクロールし、ドメイン名および DNS1 に記入して下さい。
 

注: DNS1 IP アドレスは仮想マシン、かインターネットで信頼された DNS サーバでインターネッ
ト サービス プロバイダ（ISP）によって、提供されたデフォルト ゲートウェイの同じ IP アドレ
ス専用内部 DNS サーバである可能性があります。
 
ステップ 12： ルータで設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 13： 同じページにとどまり、更にスクロールして下さい。 OpenVPN クライアントで
インストールされるコンフィギュレーションテンプレートを生成して下さい。 このファイルに 
.ovpn 拡張があり、OpenVPN クライアントによって使用されます。 クライアントコンフィギュ
レーション テンプレート（.ovpn）をエクスポートし、『Generate』 をクリック するためにボッ
クスをチェックして下さい。 これはコンピュータにファイルをダウンロードします。
 

ステップ 14： ステータスおよび統計情報 > VPN ステータスへの移動。 機能が詳細情報詳細につ
いてはスクロールするべきあります。
 



自己署名証明書とのログインにどのように説明するのでこの記事の次のセクション検討してが重
要です。
  
デモ OpenVPN を設定した後自己署名証明書とのログオン
 
ログインに試みる時自己署名証明書とのログイン、警告ポップアップを見るかもしれない時。
Webブラウザによって『Advanced』 をクリック する必要がありましたり続行するために、また
は別のオプション続行しましたり、信頼します。
 
この時点で危険であること警告を受け取ることができます。 または進められて続行することを、
例外を追加することを選択できます。 これは Webブラウザによって変わります。
 
この例では、Chrome は Webブラウザのために使用されました。 このメッセージが現れましたり
、『Advanced』 をクリック します。
 

New 画面は開き、クリックする yourwebsite.net への Proceed 必要があります（危険な）
 



Firefox を Webブラウザとして使用するとき警告するデバイスにアクセスする例はここにありま
す。 『Advanced』 をクリック して下さい。
 

『Add』 をクリック して下さい例外を….
 

最終的には、Confirm セキュリティ例外をクリックしなければなりません。
 

ルータは OpenVPN クライアント接続をサポートするのに必要なすべてのパラメータで今設定さ
れます。 デバイスに既にクライアントコンフィギュレーション テンプレートをダウンロードして



しまったので、.ovpn で終了するもの、コンピュータで設定されるセクション OpenVPN クライ
アントに進むことができます。 会社のための OpenVPN を展開することにする場合この次のセク
ションのステップに従うことができます。
  
RV160/RV260 ルータの OpenVPN の設定
 
これは通貨を要するサード パーティから CA を得ることを含むのでより複雑なプロセスです。 ま
た .ovpn で終了するすべてのクライアントに VPN クライアント コンフィギュレーションテンプ
レートを送る必要があります従ってデバイスで設定できます。 クライアントはルータとそれらが
通信することをように複数の設定が同じ必要とします。 最もよい一部は最小コストのためそれで
す、および従業員はインターネットを利用し、ビジネスをもっと安全に行なうことができます。
 
ステップ 1.資格情報を使用してルータにログインして下さい。 デフォルトユーザ名およびパスワ
ードは cisco です。
 
注: それはより複雑な何かにすべてのパスワードを変更すること強く推奨されています。 さもな
ければ、それは玄関口でロックされたドアへキーを任せることのようです。
 

呼び出します。 それは証明書を得ること要件です。 ナビゲートして下さい Administration > 証明
書 > 生成する CSR/Certificate に… これは証明書のための要求を作成する方法をです。
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ステップ 3 CA 認証によって署名する証明書のための要求を作って下さい。 これは 
Administration > 証明書へのナビゲートによって検索することができます。
 

ドロップダウン・メニューからの署名要求を『Certificate』 を選択 して下さい
証明書名前を入力して下さい
IP アドレス、完全修飾ドメイン名 （FQDN）、またはメールを入力して下さい。 IP ア
ドレスを入力することは最もよくある選択です。
国を入力して下さい
状態を入力して下さい
局所性名前を、通常都市入力して下さい
組織名を入力して下さい
Organization Unit 名前を入力して下さい
eメールアドレスを入力して下さい
Enter 鍵暗号化長さは、2048 推奨されます
 
右上 Generate ボタンをクリックして下さい
 
 

ステップ 4.処理の下でアップ矢印をクリックしてそれをエクスポートするために選択して下さい
。
 



ステップ 5 この画面は現われます。 [Export] をクリックします。
 

ステップ 6.ドロップダウン メニューからの Notepad （デフォルト） 『Open with』 を選択 すれ
ば。 [OK] をクリックします。
 

ステップ 7 XML ファイルは開きます。
 



注: 開始 CERTIFICATE 要求および END CERTIFICATE 要求が上に示されているように自分自身
でそれぞれラインであることを確かめて下さい。
 
ステップ 8 画面の上でドロップダウン メニューから『Edit』 をクリック し、『Copy』 を選択 し
て下さい。
 

ステップ 9. Certificate 要求をするために評判が良いサード パーティ サイトを選択して下さい。
要求の一部としてコピーされた XML ファイルを貼り付ける必要があります。
 
注: それを代りに使用できるネットワークの内部 認証サーバがあればこれがよくないどんなに。
 



ステップ 10： 確認されたら、証明書を『Download』 を選択 することができます。
 

ステップ 11.ファイルを保存し、『OK』 をクリック するために Radio ボタンをクリックして下
さい。
 



ステップ 12： それが保存されたら、Radio ボタンをその証明書に選択し、arrow アイコンをクリ
ックして下さい。
 

ステップ 13： この画面は開きます。 『Browse』 を選択 して下さい….
 



ステップ 14： 証明書のファイルを選択し、『Open』 をクリック して下さい。
 

ステップ 15： インポートし、『Upload』 をクリック するために証明書名前を入力して下さい。
 



ステップ 16： 証明書が正常にインポートした通知を受信します。 [OK] をクリックします。
 

ステップ 17： Administration > 証明書にナビゲートして下さい。 証明書はロードされました。
 
注: この例では、ローカル認証サーバは使用されました。
 

ステップ 18： 移動への VPN > OpenVPN。 OpenVPN ページは開きます。 情報との次を完了し
て下さい。
 



●

●

●

●

●

●

●

●

Enable チェックボックスをチェックして下さい。 トラフィックで許す行っているイン
ターフェイスを選択して下さい。 この場合 Wide Area Network （WAN）は、認証局
（CA） 証明書を選択し
ドロップダウン・メニューから CA 認証を選択して下さい
ドロップダウン・メニューからダウンロードしたサーバ証明を選択して下さい
認証を『Client』 を選択 して下さい。 『Password』 を選択 すれば彼らはパスワード
で認証する必要があります。 + 証明書 『Password』 を選択 する場合、クライアント
はまた証明書を持たなければなりません。 これは彼らが別途の CA を購入する必要が
あるのでセキュアでが、VPN のコストに追加します。
クライアントアドレス プールを入力して下さい。 ネットワーク サブネットの IP アド
レスを選択して下さい会社で他の場所使用されない。 予約済みの範囲から選択し、他
の場所使用されない範囲を選択します。
暗号化の形式を選択して下さい。 暗号化がクライアントと同じであることを確かめて
下さい。 DES およびトリプル DES はしか下位互換性に推奨されないし、使用する必
要がありません。
ただどのトラフィックが VPN を通過するか規定 したいと思う場合すべてのクライアン
ト トラフィックにまたはスプリットトンネルが VPN を通過してほしい場合完全なトン
ネルモードを選択して下さい
DNS1 IP アドレスは仮想マシン、かインターネットで信頼された DNS サーバでインタ
ーネット サービス プロバイダ（ISP）によって、提供されたデフォルト ゲートウェイ
の同じ IP アドレス専用内部 DNS サーバである可能性があります。
 

設定を保存するために『Apply』 をクリック して下さい。
 
ステップ 19 （オプション 1）。 クライアントにこの設定を電子メールで送ることができます。
ボックス送信メールをチェックして下さい。 eメールアドレスを入力して下さい。 メールのため
の認証対象タイトルを追加して下さい。 [Generate] をクリックします。
 



ステップ 20： （オプション 2）。 クライアントコンフィギュレーション テンプレート
（.ovpn）を『Export』 を選択 し、『Generate』 をクリック して下さい。
 

ステップ 21： だった正常ある確認を受け取ります。 [OK] をクリックします。
 

ステップ 22： [Save] をクリックします。
 



ステップ 23： デスクトップの右下で OpenVPN を開くためにクリックすれば。 ドロップダウン
メニューを開発するために右クリックして下さい。 『Import File』 をクリック して下さい。
 

ステップ 24： その OpenVPN ファイルを .ovpn の端選択して下さい。
 



ステップ 25： Radio ボタン保存ファイルをクリックし、『OK』 をクリック して下さい。
 

ステップ 26： 選択したらが変更して下さい、ファイル名の終わりに .ovpn を残して下さいファ
イルの名前を。 [Save] をクリックします。
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ステップ 27： ステータスおよび統計情報 > VPN ステータスへの移動。 機能が詳細情報詳細につ
いてはスクロールするべきあります。
 

ルータは個人的な試験のための OpenVPN クライアント接続をサポートするのに必要なすべての
パラメータで今設定されます。
  
コンピュータで設定される OpenVPN クライアント
 
OpenVPN 各クライアントは前提条件として次のタスクを行う必要があります:
 

デバイスの OpenVPN アプリケーションをダウンロードして下さい。
ステップで前のセクションの 19-22 送信 された コンフィギュレーション ファイルを開
き、保存して下さい。 .ovpn のコンフィギュレーション ファイル端。
 

注: この設定は Windows 10 のためとりわけです。
 
ステップ 1.デスクトップの右下の arrow アイコンにナビゲートし、OpenVPN アイコンを開くた
めにクリックして下さい。 右クリックし、『Import File』 を選択 して下さい。
 



注: アイコンは白黒、現在動作していないことを示しますで。 それが動作すればアイコンはカラ
ーで示します。
 
ステップ 2.アップ矢印をクリックして下さい。 OpenVPN アイコンをクリックして下さい。 ドロ
ップダウン メニューから右クリックし、『Connect』 を選択 して下さい。
 



ステップ 3.ユーザ名 および パスワードを入力して下さい。
 

ステップ 4 ウィンドウはいくつかのログ データと共に接続する OpenVPN を表示します。
 



ステップ 5 システムログは接続があること警告する必要があります。
 

ステップ 6 VPN クライアントは OpenVPN によって着信および発信 情報をトンネル伝送安全に
できるはずです。 これは自動的に OpenVPN 設定で接続するために設定 することができます。
 
ステップ 7 管理者はステータスおよび統計情報にナビゲートによって VPN ステータス > ルータ
の VPN ステータスを確認できます。
 



結論
 
RV160 か RV260 ルータでおよび VPN クライアント サイトで今 OpenVPN のインストールに成
功する必要があります。
 
OpenVPN のコミュニティ説明に関しては、ここをクリックし、OpenVPN のための検索をして下
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://community.cisco.com/t5/small-business-support-community/ct-p/5541-small-business-support
https://community.cisco.com/t5/small-business-support-community/ct-p/5541-small-business-support
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