本連載では、これからリモートアクセスVPNの導入を検討されている読者のために、リモートアクセスVPNに
利用されている技術、すなわちIPsecやPPTP、L2TP、SSL-VPNについて、それらの技術的な特徴や違いを
わかりやすく解説していく。今回は、IPsecのリモートアクセス機能について説明する。

第3回

リモートアクセスVPNにIPsecを利用する

Supplement
■IPsec
（IP Security）
IPパケットレベルで認証や暗
号化を行うことのできるセキ
ュリティプロトコル群。
■VPN
（Virtual Private Network）
インターネットなどの公衆回
線を仮想的な専用回線として
利用することでセキュアな通
信路を確保するための技術。
■IKE
（Internet Key Exchange）
セキュリティポリシーの内容
を基にして、SA（セキュリテ
ィアソシエーション）を自動
的に確立するためのプロトコ
ル。IKEは、相手認証方式、
SAのネゴシエーション、共
有秘密鍵の管理といった主に
３つの機能を提供する。
■IKE-CFG
（The ISAKMP Configu
ration Method）
リモートアクセスでIKEを利
用するために拡張されたもの
で、主にネットワーク情報や
セキュリティポリシーの管理
などを行う。
■DHCP
（Dynamic Host Configu
ration Protocol）
ネットワーク上のクライアン
トに、IPアドレスやサブネッ
トマスク、ゲートウェイ、DNS
サーバのIPアドレスなどのネ
ットワーク情報を動的に割り
当てるプロトコル。
■XAUTH
（Extended Authenticati
on within IKE ）
IKEプロトコルを拡張したも
ので、ワンタイムパスワード
やRADIUSを利用したユーザ
ー認証を行うもの。
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IPsecのリモートアクセス機能は
IKEを拡張して提供される
前回はIPsecの基本機能について解説した。
その中で、リモートアクセスVPN環境に必要

なる。通知するネットワーク情報は次のとお
りだ。
●クライアントに割り当てる内部アドレスお
よびネットマスク
（IPv4/IPv6）

となる「ネットワーク情報自動設定機能」と

●割り当てた内部アドレスの有効期間
（秒）

「ユーザー認証機能」がIPsecには実装されて

●内部DNSサーバのアドレス
（IPv4/IPv6）

いないことについて触れた。実は、これらの

●内部WINSサーバのアドレス
（IPv4/IPv6）

機能については、IKEの仕様を拡張すること

●内部DHCPサーバのアドレス
（IPv4/IPv6）

によって実現されている。

●内部ネットワークアドレス
（IPv4/IPv6）

今回は、ネットワーク情報の自動設定を実
現する
「mode-cfg
（IKE-CFG）
」
および「IPsec-

mode-cfgを使用する場合、IKEの動作は次

DHCP」
、
ユーザー認証を実現する
「XAUTH」
、

のようになる。まずリモートアクセス端末と

さらにリモートアクセスの際に必要となる

企業ネットワークのセキュリティゲートウェ

NATを越えてIPsec通信を行うための技術

イの間で、IKEのフェーズ1が行われる。フ

「IPsec NATトラバーサル」について解説する。

ェーズ１が完了すると、リモートアクセス端
末はmode-cfgで定義されたISAKMP̲CFG̲

mode-cfgは
リモートアクセス端末に
ネットワーク情報を自動設定する

REQUESTメッセージに、通知を要求するネ

企業ネットワーク内で使用する内部ネット

例えば内部IPアドレスやネットマスク、内

ワーク情報をリモートアクセス端末に自動設

部DNSサーバのアドレスを要求する場合、リ

定する仕組みとして、多くのリモートアクセ

モートアクセス端末はISAKMP̲CFG̲REQ

ス用IPsec製品で採用されているのがmode-

UESTメッセージに「INTERNAL̲IP4̲AD

cfgである。mode-cfgはIKEを拡張したプロト

DRESS」「INTERNAL̲IP4̲NETMASK」

ットワーク情報を指定してセキュリティゲー
トウェイへ送信する
（図１）
。

コルであり、前回解説したIKEのフェーズ１

「INTERNAL̲IP4̲DNS」といった属性を指

とフェーズ２の間に行われる。mode-cfgを使

定してセキュリティゲートウェイへ送信す

用することで、企業ネットワークに関するネ

る。このようにして、IPアドレスの割り当て

ットワーク情報をリモートアクセス端末に通

やネットマスクおよび内部DNSサーバのアド

知し、企業ネットワークへ接続できるように

レスの通知をセキュリティゲートウェイに要
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ISAKMP_CFG_REQUEST

ISAKMP_CFG_SET

INTERNAL_IP4_ADDRESS
INTERNAL_IP4_NETMASK
INTERNAL_IP4_DNS

INTERNAL_IP4_ADDRESS
= 192.168.30.27
INTERNAL_IP4_NETMASK
= 255.255.255.0
INTERNAL_IP4_DNS
= 192.168.0.10
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ISAKMP_CFG_REPLY
INTERNAL_IP4_ADDRESS
= 192.168.30.27
INTERNAL_IP4_NETMASK
= 255.255.255.0
INTERNAL_IP4_DNS
= 192.168.0.10
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■NAT
（Network Address Tran
slator）
IPパケット中のIPアドレスを
変換する機能。この機能によ
り、プライベートアドレスが
割り当てられたノードから透
過的に、グローバルアドレス
が用いられるインターネット
へのアクセスが可能となる。

ISAKMP_CFG_ACK

図１● mode-cfgによりネットワーク情報を通知（クライアント主導型）

図２● mode-cfgによりネットワーク情報を通知（ゲートウェイ主導型）

求する。これらを受信したセキュリティゲー

ットトンネリング機能を実現することができ

トウェイは、リモートアクセス端末用の内部

る。例えば内部ネットワークアドレスとして

IPアドレスを確保し、
ISAKMP̲CFG̲REPLY

「10.0.0.0/255.0.0.0」
（
「255.0.0.0」はネットマス

メッセージを使用して要求されたネットワー

ク）が通知された場合、このアドレスに対し

ク情報をリモートアクセス端末へ返答する。

てはVPN経由でアクセスし、それ以外のアク

このmode-cfgの交換内容は、フェーズ１で

セスはVPNを経由せずにインターネットへ直

確立されるISAKMP SAによって保護され

接アクセスするといったことができるのだ。

る。また、セキュリティゲートウェイ側から

ただしDNSの名前解決については、たとえ

mode-cfgを開始することもできる
（図２）
。そ

リモートアクセス端末がインターネット上に

の場合はISAKMP̲CFG̲SETメッセージに、

あったとしても、必ずmode-cfgで通知された

さきほどのISAKMP̲CFG̲REPLYメッセー

内部DNSサーバへ問い合わせてしまう。この

ジと同じくリモートアクセス端末に設定する

問題を解決するために、例えばシスコシステ

ネットワーク情報を格納して送信する。これ

ムズの「VPN 3000シリーズ」や「Cisco VPN

を受信したリモートアクセス端末は、その内

Client」などでは、mode-cfgで通知する項目

容を確認してセキュリティゲートウェイに

として「Split Tunneling Network」や「Sp

ISAKMP̲CFG̲ACKメッセージを返すとい

lit DNS Name」を独自に追加している。これ

う流れだ。

らによってリモートアクセス端末は、Split

mode-cfgの交換が完了したあとは、通常ど

Tunneling Networkで通知されたネットワ

おりIKEのフェーズ２が行われてIPsecトン

ークアドレスへアクセスする場合や、Split

ネルが構築される。リモートアクセス端末が

DNS Nameで通知されたドメイン名の名前解

企業ネットワークへアクセスする際、mode-

決をする場合だけVPN経由でアクセスし、そ

cfgによって設定された内部IPアドレスを送

のほかのアクセスはVPNを経由せずに直接イ

信元IPアドレスとして使い、
IPsecトンネルを経

ンターネットへアクセスできるようになる。

由する。
またmode-cfgでは、セキュリティゲートウ
ェイによって保護されている内部ネットワー
クアドレスをリモートアクセス端末へ通知す
ることができるため、これを利用してスプリ

DHCPを利用してリモートアクセス端末に
ネットワーク情報を通知する
IPsec-DHCP
ここまでで、mode-cfgによってリモートア
NETWORKWORLD May 2004 133

Supplement
■RADIUS
（Remote Authentication
Dial In User Service）
米国リビングストンが開発し
た、ダイヤルアップユーザー
認証方式。RFC 2138/2139
にて標準化されている。ユー
ザー情報をデータベースで管
理する。
■CHAP
（Challenge Handshake
Authentication Protocol）
PPPにおいて利用される認
証プロトコルのひとつで、サ
ーバから送信されたチャレン
ジと呼ばれる乱数文字列とパ
スワードを組み合わせたもの
にハッシュを適用することに
よってレスポンスを生成し、
その結果をサーバに送信す
る。レスポンスが盗聴されて
も、その内容から実際のパス
ワードは知ることはできな
い。
■OTP
（One -Time Password
Authentication System）
１度きりのパスワードを用い
てサーバとクライアントでの
認証を行う方式。サーバがク
ライアントへ
「チャレンジ」
と
呼ばれる文字列を送信し、ク
ライアントはそのチャレンジ
とパスワードを利用して「レ
スポンス」と呼ばれる文字列
を生成してサーバへ送信す
る。サーバはレスポンスを解
析することでクライアントが
正規ユーザーであるかどうか
を判断する。サーバが発行す
るチャレンジは毎回違うもの
となる。

クセスに必要なネットワー
ISAKMP SAの折衝

ク情報を設定することが可

（IKEフェーズ1）

能なことがわかった。しか
し、mode-cfgはIKE自身の
仕様を変更するものである
ため、この機能は標準のも
のとなっていない。その代
わりとして、DHCPを用い
ることで、内部ネットワー

リ
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ー
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ク
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ス
端
末

DHCP SAの折衝
（IKEフェーズ2）

DHCPによる
ネットワーク情報の設定

クのIPv4アドレスをリモー

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ

DHCPによる
ネットワーク情報の
設定

Ｄ
Ｈ
Ｃ
Ｐ
サ
ー
バ

トアクセス端末に仮想的に
IPsec SAの折衝

割り当てるIPsec-DHCPが

（IKEフェーズ2）

RFC 3456として標準化さ
れている。

図３● IPsec-DHCPではDHCP SAでDHCPメッセージを保護する

IPsec-DHCPによる処理
の手順は次のとおりである
（図３）
。まずリモ

用しないレガシー認証システムが多く利用さ

ートアクセス端末は、企業ネットワークのセ

れている。しかし、IKEはこういった認証シス

キュリティゲートウェイとの間でIKEのフェ

テムを利用する機能を持たない。したがって、

ーズ１を行い、その後フェーズ２において、

IKEの相手認証にレガシー認証システムを利

DHCP SAと呼ばれるDHCPメッセージを交

用するために、IKEを拡張したXAUTHプロ

換するためだけに利用される一時的なIPsec

トコルが多くのIPsec製品で使用されている。

トンネルを確立する。リモートアクセス端末

XAUTHでは、通常のパスワードによる認証

は、このDHCP SAを使用してDHCPメッセ

のほか、RFC 2138で定義されたRADIUS-

ージの交換を行い、企業ネットワークの

CHAPやRFC 2289で定義されたOTPなどの

DHCPサーバから内部IPアドレスの割り当て

認証方式を利用できる。

を受ける。DHCPメッセージを交換する際、

XAUTH認証の際は、まずIKEのフェーズ

セキュリティゲートウェイはリモートアクセ

１においてXAUTHを実装していることを示

ス端末とDHCPサーバとの間でDHCPトラフ

すベンダーIDペイロードを交換する。次に

ィックを中継するDHCPリレーとして動作す

IKEの相手認証方式としてXAUTHの使用が

る。DHCPの設定が完了するとDHCP SAは

確認され、
フェーズ１が完了した後にXAUTH

削除され、続いてIKEのフェーズ2によって

交換を行う。XAUTHに加えmode-cfgまたは

IPsecトンネルが確立される。リモートアク

IPsec-DHCPを利用する場合は、XAUTHに

セス端末はDHCPサーバから割り当てられた

よる認証が完了した直後にはmode-cfgやIP

内部IPアドレスを使用し、IPsecトンネルを

sec-DHCPを行う
（図４）
。

経由して企業ネットワークへアクセスするこ
とになる。

XAUTHを利用する時は、通常のIKEのフ
ェーズ1で行われる相手認証に加えXAUTH
によるユーザー認証を行う。XAUTH認証に

XAUTHはIPsecに
ユーザー認証機能を提供する

おけるIKEのフェーズ１の認証では、通常、
事前共有鍵（pre-shared key）認証が使用さ
れる。
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リモートアクセスでは、ワンタイムパスワ

ユーザー認証において、通常のパスワード

ードやチャレンジレスポンスなどのPKIを使

やSecurIDなどの認証トークンを利用する場
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合は次のようになる
（図５）
。IKEのフェーズ１

Supplement
IKEフェーズ1

の完了後、セキュリティゲートウェイがリモ
ートアクセス端末へISAKMP̲CFG̲REQ
UESTメッセージを発行してユーザー名とパ
スワードを要求する。これに応答して、リモ
ートアクセス端末はISAKMP̲CFG̲REPLY
メッセージを使ってユーザー名とパスワード
を送信する。セキュリティゲートウェイはこ

リ
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XAUTH

mode-cfg/IPsec-DHCP
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■NAPT
（Network Address Port
Translation）
NATと同様に、IPパケット中
のIPアドレスを変換する機能。
IPマスカレードとも呼ばれる。
NATと異なるのはIPアドレス
に加えポート番号も変換され
る点である。これにより１つ
のグローバルアドレスを複数
のプライベートネットワーク
内のホストで共有できる。

IKEフェーズ2

れらの内容をRADIUSサーバへ送信して認証
を行う。認証に成功した場合は、セキュリテ
ィゲートウェイはISAKMP̲CFG̲SETメッ

図４● XAUTHはIKEフェーズ1の直後に行われる

セージによってOKステータスを通知する。
最後に、リモートアクセス端末が確認のため

ISAKMP_CFG_REQUEST

のISAKMP̲CFG̲ ACKメッセージを送信し

XAUTH_USER_NAME
XAUTH_USER_PASSWORD

て認証が完了となる。
また、ユーザー認証にRADIUS-CHAP方
式を使用する場合は次のようになる
（図６）
。
まずセキュリティゲートウェイがリモートア
クセス端末に対し、ISAKMP̲CFG̲REQUE
STメッセージを使用してチャレンジの送信と
ユーザー名およびパスワードの要求を行う。

リ
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ー
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ク
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ス
端
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リモートアクセス端末は受信したチャレンジ

ISAKMP_CFG_REPLY
XAUTH_USER_NAME
= baba
XAUTH_USER_PASSWORD
= hogehoge

ISAKMP_CFG_SET

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ゲ
ー
ト
ウ
ェ
イ

XAUTH_STATUS = OK

からレスポンスを生成し、ISAKMP̲CFG̲
REPLYメッセージによってユーザー名とパ

ISAKMP_CFG_ACK

スワード
（レスポンス）
を送信する。認証が成
功すれば、セキュリティゲートウェイはISAK

図５● XAUTHによる通常のパスワード認証の手順

MP̲CFG̲SETメッセージによってOKステ
ータスを通知する。最後に、リモートアクセ
ISAKMP_CFG_REQUEST

ス端末が確認のためにISAKMP̲CFG̲ACK

XAUTH_TYPE = RADIUS-CHAP
XAUTH_CHALLENGE = 123456
XAUTH_USER_NAME
XAUTH_USER_PASSWORD

メッセージを送信して認証が完了する。

IPsec NATトラバーサルは
NATを介してのIPsec通信を
実現する
IPsecはNATとの相性が非常に悪い。これ
は、NATは通信経路の途中でパケットの情
報を変換してしまうが、IPsecでは途中でデ
ータの内容が書き換えられると、データが改

リ
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ー
ト
ア
ク
セ
ス
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末

ISAKMP_CFG_REPLY
XAUTH_TYPE = RADIUS-CHAP
XAUTH_USER_NAME
= baba
XAUTH_USER_PASSWORD
= a4784ba3

ISAKMP_CFG_SET

セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
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ー
ト
ウ
ェ
イ

XAUTH_STATUS = OK

ざんされたと判断してパケットを破棄してし
まうからだ。

ISAKMP_CFG_ACK

NATにはさまざまな種類があるが、
通常よ
く利用されるものは「NAPT」と呼ばれるも

図６● XAUTHによるRADIUS-CHAP認証の手順
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■ICMP
（Internet Control Messa
ge Protocol）
RFC792で定義されたTCP/IP
プロトコルにおける制御用の
プロトコル。
TCP/IPパケット
の転送中に発生するさまざま
なエラーの通知や、ホスト状
態の確認などに利用される。

トランスポート層ヘッダが
暗号化または認証されているため
NAPT処理ができない

自宅ネットワークなど

インターネット

企業ネットワーク

IPsecトンネル

セキュリティ
ゲートウェイ

NAPT
リモートアクセス端末

サーバ

図７● NAPTを介してIPsecパケットをやり取りする場合には問題が発生する

ので、複数のアドレスを１つのアドレスに変

サルを実装している場合、フェーズ１の最初

換するものだ。NAPTでは返答パケットを元

の交換でこの機能を実装していることを示す

のアドレスに変換できるように、パケットの

ベンダーIDペイロードを相手へ送信する。互

送信元IPアドレスとともに送信元ポート番号

いにIPsec NATトラバーサルを実装している

（ICMPであればクエリID）も変換する。また

ことを確認すると、フェーズ１の次の交換時

IPヘッダのアドレスを変換する際、TCPや

に、両者の間にNATが存在するかどうかを

UDPヘッダのチェックサムも同時に変更する。

調べるため、IKEパケットで使用する送信元

ここで、
リモートアクセス端末がNAPT配

IPアドレスおよび送信元ポート番号のハッシ

下に存在する場合を考えてみよう
（図７）
。こ

ュ値と、宛先IPアドレスおよび宛先ポート番

の場合、IPsecを適用したパケットがNAPT

号のハッシュ値を含むNAT-D（NAT

を通過することになる。しかし通過するパケ

Discovery）ペイロードをそれぞれが相手へ

ットのトランスポート層ヘッダは、暗号化ま

送信する。

たは認証されているため、送信元ポート番号

136

NAT-Dペイロードに含まれているハッシ

やチェックサムは変更できない。このため、

ュ値と受信したパケットのIPアドレスおよび

TCPヘッダまたはUDPヘッダの送信元ポー

ポート番号から生成したハッシュ値が異なる

ト番号を変換するNAPTはIPsecパケットに

場合は、経路上にNATが存在すると判断で

適用できないのだ。

きる。NATが存在する場合には、IKEのポー

この問題を解決する技術として、
現在「IP

トを500から4500に変更してフェーズ１の最

sec NATトラバーサル」が標準化されつつあ

後の交換とフェーズ２を行う。フェーズ２で

る。NAPTを含めあらゆるNATを通過させ

は、自分と相手のIPアドレスを含むNAT-

るには、TCPまたはUDPで使用されるポー

OA（NAT Original Address）ペイロード

ト番号が必要である。IPsec NATトラバーサ

を交換する。これによって受信側は、NAT

ルでは、IPsecパケットをUDPでカプセル化

で変換される前のオリジナルの送信元IPアド

することでこの問題を解決している。IPsec

レスを知ることができる。さらにフェーズ2

NATトラバーサルは、まだRFCとして発行

完了後、ESPを4500番ポートのUDPでカプセ

されていないがほぼ仕様が確定しており、す

ル化して送信する（図８）。受信側でTCPや

でにさまざまなIPsec製品に実装されている。

UDPのチェックサムを検証する際は、NAT

IPsec NATトラバーサルを利用するには、

変換後の送信元IPアドレスではなく、フェー

通信する各機器がこの機能を実装している必

ズ２のNAT-OAペイロードで交換されるオ

要がある。自分の端末がIPsec NATトラバー

リジナルの送信元IPアドレスを使用する。
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IKEの次バージョン
「IKEv2」では
リモートアクセス用機能が標準に

DHCPサーバ（IPsec-DHCPを使用する場合）

Supplement

などが必要となる
（図９）
。

■EAP
（PPP Extensible Auth
entication Protocol）
RFC 2284で定義されたPPP
（Point-to-Point Protocol）
を拡張したプロトコル。認証
方式の違いにより、CHAPと
同様の認証を行うEAP-MD5、
証明書による相互認証を行う
EAP-TLS（Transport Layer
Security）
、証明書による認証
とPAP/CHAPなどの認証を
組み合わせたEAP-TTLSなど
がある。

ただし、IPsecゲートウェイ製品によって

現在IETFでは、IKEの後継であるIKEv2

はRADIUSサーバやDHCPサーバと同等の機

について議論されている。IKEv2では、これ

能が組み込まれている場合も多いので、導入

まで述べたようなリモートアクセス用の機能

する製品の機能を事前にチェックしておくほ

が標準装備される予定である。

うがよい。また、使用するIPsecゲートウェ

内部ネットワーク情報の自動設定について

イ製品に対応したクライアントソフトウェア

は、mode-cfgの機能がIKEv2の「設定ペイロ

をリモートアクセス端末上にあらかじめイン

ード（Configuration Payload）
」として実装

ストールしておく必要がある。クライアント

される予定だ。
またユーザー認証については、

ソフトウェアには、IPsecゲートウェイのア

新たに
「EAPペイロード」
を定義し、RFC 2284

ドレスなどの情報を設定する。製品によって

で定義されたEAPがIKEv2で利用可能となる

は、必要な情報を設定済みのインストール用

予定である。さらに、IPsec NATトラバーサ

プログラムを管理者が配布できるものもある

ルの機能も標準で組み込まれる予定だ。

ので、この点も製品を選択するうえでポイン

このように、IKEv2の仕様がRFCとして発

トとなるだろう。

行され各製品に実装されるようになれば、リ

またファイアウォールに関しては、IKE（500

モートアクセスVPNに必要な機能が標準で利

/UDP）およびESP（IPプロトコル番号50）

用できるようになる。

に加えて、NATが存在した場合を考慮してカ
プセル化ESP（4500/UDP）の通過を許可す

ネットワーク環境や導入製品で
VPN環境の構成は変わる
IPsecを使用したリモートアクセスVPNを

る設定が必要となる。

通信のセキュリティは強力だが
ネットワークの細かい設定が必要

導入する場合、企業ネットワーク側にはIPsecVPNを確立するためのIPsecゲートウェイ

ここまでIPsecのリモートアクセスVPN機

（セキュリティゲートウェイ）
やユーザー認証

能について述べてきたが、最後にIPsecを使

を行うRADIUSサーバ、内部IPアドレスの割

用したリモートアクセスVPNの長所と短所を

り当てと内部ネットワーク情報の通知を行う

あげてみる。

トンネル
IPヘッダ

ESP
ヘッダ

IPヘッダ

IPペイロード

ESP
トレーラ

ESP
認証データ

ESP
トレーラ

ESP
認証データ

（a）IPsec NATトラバーサル適用前のIPsec（ESP）パケット

トンネル
IPヘッダ

UDP
ヘッダ

ESP
ヘッダ

IPヘッダ

IPペイロード

（b）IPsec NATトラバーサル適用後のIPsec（ESP）パケット

図８● IPsec NATトラバーサルによってESPパケットがUDPでカプセル化される（網掛部は暗号化）
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外出先ネットワーク

IKE（500/UDP）、ESP（50/IP）、
カプセル化ESP（4500/UDP）
リモートアクセス端末

を通すように設定

NAT機能付ファイアウォール

IPsecクライアントソフトウェアを
インストール

インターネット

IPsecトンネル

ファイアウォール
IKE（500/UDP）、ESP（50/IP）、
カプセル化ESP（4500/UDP）

IPsecゲートウェイ

を通すように設定

内部サーバ

DHCPサーバ

RADIUSサーバ

企業ネットワーク
図９● IPsecを使用したリモートアクセスVPN環境の例

■長所

クライアントソフトウェアをあらかじめイ
ンストールしておく必要がある。

・IPレベルでセキュリティが確保されるの

・ファイアウォールをまたぐ場合、ESP（IP

で、マルチキャストを使用するアプリケー

プロトコル番号50）およびIKE（500/UDP）

ションを除くすべてのIP上のアプリケーシ

の通過を許可する設定が必要である。また

ョンで利用可能である。

NATを介する場合は、4500/UDPも通すよ

・使用する暗号化アルゴリズムや認証アルゴ

うに設定する必要がある。これらの設定が

リズムが容易に追加できるので、使用して

行われていない場合、リモートアクセスユ

いるアルゴリズムにセキュリティ上の欠陥

ーザーが目的のネットワークへVPN接続す

が見つかっても、別の強力なアルゴリズム

ることはできない。

へスムーズに乗り換えることができる。
以上、IPsecを用いたリモートアクセス
■短所

VPNについて述べた。次回は「PPTP-VPN」

・リモートアクセス端末上に、使用する

について解説する。

IPsecゲートウェイと同じベンダーのIPsec
138
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