
NetMeisterダイナミックDNSサービスを
利用しIPv6のNGN網を活用したVPN構築手順

2019年01月23日 第1.0版
NECプラットフォームズ株式会社



目次

 はじめに・・・p.3~

 事前準備・・・p.9~

 設定方法 NGN網を活用したVPN構築・・・p.21~
NGN網を活用したVPN設定例①
(ひかり電話サービス契約あり)・・・p.23~
NGN網を活用したVPN設定例②
(ひかり電話サービス契約なし)・・・p.37~



はじめに



4 © NEC Corporation 2019

ＶＰＮ設定をはじめる前に 1/2

▌本資料について
本資料は、NetMeisterのダイナミックDNSサービス（以下DDNSサービス）とフレッツ光ネクストの
フレッツ・v6オプションサービスを利用した拠点間VPNを構築する際の設定例をまとめています。

 フレッツ サービス情報サイトからのお申し込みで、初期費用/月額利用料が無料で利用可能です。
 フレッツ光ネクスト、フレッツ光ライトの回線で契約可能です。

フレッツ・v6オプション
フレッツ 光ネクスト回線で割り当てられるIPv6アドレスを利用して、インターネットを経由せずにNGN網内で拠点間
通信を実現するNTT東日本/NTT西日本のオプションサービスです。

▌対象機種
・UNIVERGE IX2215：ソフトウェアバージョン Ver.10.0以降(※Web-GUIの設定追加が必要)
・UNIVERGE IX2207：ソフトウェアバージョン Ver.10.0以降
・UNIVERGE IX2106：ソフトウェアバージョン Ver.10.0以降
・UNIVERGE IX2105：ソフトウェアバージョン Ver.10.0以降

※NTT東日本とNTT西日本のエリアを跨いでVPN構築する場合は、各々のエリア内で1拠点づつISP契約が別途必要です。

※IX2105/IX2106/IX2207は、工場出荷の時点でWeb-GUIが動作するための設定があらかじめ投入されています。
IX2215でWeb-GUIを使用する場合、設定追加が必要です。詳細は「Web設定マニュアル」をご参照ください。

NetMeister
NECプラットフォームズ株式会社が提供するクラウド型統合管理サービスです。
装置の監視・管理サービス、DDNSサービスを無償で提供しています。
URL https://www.necplatforms.co.jp/product/netmeister/index.html
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ＶＰＮ設定をはじめる前に 2/2

▌構築時の留意事項
・アクセス回線は、VPN接続する全拠点が“フレッツ光ネクスト”もしくは“フレッツ光ライト”の回線が必要です。

また、フレッツ・v6オプションのサービス申込みが必要です。

・センタルータを設置する拠点では、NetMeisterの登録作業が必要です。

フレッツ 光ネクスト回線のIPv6インターネット接続サービス（IPv6 IPoE）を使用して、拠点間をVPN接続します。
この場合、“ひかり電話の契約状況”により使用するフレッツ回線に対してのIPv6プレフィックスの取得方法
（ルータの設定内容）が異なります。
必ず、事前にひかり電話の契約状況を確認してください。

ひかり電話を契約している場合

RA(Router Advertisement)を使用してIPv6プレフィックスを取得します。 [RA方式]

DHCPv6-PD(Prefix Delegation)を使用してIPv6プレフィックスを取得します。 [DHCPv6-PD方式]

▌IPv6 IPoE方式の注意事項

ひかり電話を契約していない場合
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NGN網を活用したVPN構築 接続構成例①

▌接続構成例【拠点間VPN】
 フレッツ光ネクスト(フレッツ・v6オプション)を使用して、拠点間VPN
 Web-GUI(拡張GUI)で、かんたん設定をサポート！

フレッツ
光ネクスト

フレッツ・v6オプション
＋

ダイナミックVPN

IX2207

フレッツ
光ネクスト

フレッツ
光ネクスト

IX2106

拠点(1)
・・・

拠点間の直接通信

拠点増設時にセンタ側
の設定追加は不要

IX2215

センタ

NetMeisterDDNSサービス

NGN(IPv6)

拠点(xx)
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NGN網を活用したVPN構築 接続構成例②

▌接続構成例【拠点間VPN+インターネット接続】
 フレッツ光ネクスト(フレッツ・v6オプション)を使用して、拠点間VPN
 センタでインターネット接続。拠点はVPN経由でインターネット接続

※センタ装置に別途Web-GUIからコマンド流し込みが必要

フレッツ
光ネクスト

フレッツ・v6オプション
＋

ダイナミックVPN

フレッツ
光ネクスト

フレッツ
光ネクスト

センタ
・・・

拠点間の直接通信

センタ経由での
インターネット接続
をサポート

IX2207 IX2106IX2215

NGN(IPv6)

NetMeisterDDNSサービス

拠点(x)拠点(1)
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ルータの設定方法

▌Web設定画面への接続方法
1. PCとIXルータ（LAN側ポート）をLANケーブルで接続します。
2. WebブラウザのURLアドレス欄にIXルータのLAN側IPアドレス(※)を入力し、

“Enter”キーを押すとWeb-GUIのトップページが表示されます。
(※) 初期 : http://192.168.1.254

IX2106の場合

【Web設定画面】

LANケーブル（ストレート/クロス）

LANポート[GE1]
（RJ45)
赤枠内は、どこでも可

LANポート
（RJ45)

【推奨ブラウザ】
・Microsoft Internet Explorer 11.0
・Microsoft Edge

【PCのIPアドレス】
IX2105/IX2106/IX2207が初期状態の
場合は、自動取得で問題ありません。



事前準備

事前準備①（拡張ページのアップロード）
事前準備②（フレッツ・v6オプションの契約）
事前準備③（NetMeisterの登録作業）
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▌拡張ページのアップロード方法
Web-GUIでフレッツ・v6オプションを利用した拠点間VPNを設定するためには、IXルー

タに対して拡張ページのアップロードが必要です。

事前準備①：拡張ページのアップロード 1/2

1.Web-GUIのトップページより、
”ログイン”を選択します。

2.ログイン後のトップページより、
”拡張ページ”を選択します。

“ユーザー名”と“パスワード”の初期値は未設定
です。初回ログイン時は何も記入せず「OK」
を選択してください。
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事前準備①：拡張ページのアップロード 2/2

3．拡張ページの”拡張ページの管理”を選択します。

4．拡張ページ（ZIPファイル）をアップロードします。

5．アップロード完了後、“拡張ページ”を表示することができます。

“参照”よりアップロードする拡張ページ
（ZIPファイル）を選択し、“アップロード
実行”を押下します。
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事前準備②：フレッツ・v6オプションの契約 1/5

すべての拠点で、フレッツ・v6オプションの契約が必要です。
フレッツ・v6オプションは、フレッツの“サービス情報サイト”に接続して契約します。

回線終端装置
NGN網

フレッツ 光ネクスト

フレッツ光ネクスト回線の回線終端装置とIXルータのWANポートを接続し、LAN側のPCから “サービス情報サイト”
に接続します。

PC

ルータのWeb-
GUIから操作

IXルータ

WAN LAN

▌フレッツのサービス情報サイトへの接続方法 (以下2パターン)
 フレッツ接続ツールをPCにインストールして接続。

(詳しくはNTT東日本/NTT西日本のHPをご参照ください)
 IXルータを経由して接続。

本資料では、IXルータを経由しての接続する方法を説明します。

※フレッツの“サービス情報サイト”へは、IXルータのWeb-GUI（次頁以降を参照）から接続可能です。

◆IXルータ経由での構成例

既にフレッツ・v6オプションを契約済みの場合は事前準備③に進んでください。



13 © NEC Corporation 2019

▌IXルータを経由して接続

事前準備②：フレッツ・v6オプションの契約 2/5

拡張ページにて、ドメインネーム登録サイトの接続設定を追加します。

1．拡張ページの”フレッツ情報サイトの事前登録”を
選択します。(拠点/センタ)

2．サービス情報サイト接続設定を変更します。“有効”
を選択し反映をクリックします。(拠点/センタ)

“反映”をクリック後、後述のサービス情報サ
イトへ接続できます。
※フレッツ・v6オプションの手続き完了後必ず設定を
無効に戻してください。
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事前準備②：フレッツ・v6オプションの契約 3/5

3．サービス情報サイトの接続先を選択します。(拠点/センタ)

設置先のエリアにより、NTT東日本もしくは
NTT西日本のURLを選択してください。
(別のウインドウで開きます。)
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事前準備②：フレッツ・v6オプションの契約 4/5

▌フレッツ・v6オプションの契約方法（NTT東日本の例）
サービス情報サイトにて“フレッツ・v6オプション”を契約します。

4．サービス申込受付の“詳しくはこちら” を選択します。
(拠点/センタ)

5．フレッツ回線の“開通のご案内”に記載された情報を入力して
ログインします。 (拠点/センタ)
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～ ～

事前準備②：フレッツ・v6オプションの契約 5/5

6．サービス申込受付ページ内の“フレッツ・v6オプション”
の[詳細]を選択します。 (拠点/センタ)

7．“フレッツ・v6オプション”契約後は次のように表示されます。
(拠点/センタ)

※サービス情報サイト上ではネームの登録は不要です。
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事前準備③：NetMeisterの登録 1/4

1．NetMeisterのアカウントを作成します。”新規
ユーザアカウント作成”を選択してください。

2．メールアドレスを入力し、“送信”を選択します

送信後
NetMeister URL
https://www.nw-meister.jp/service/
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事前準備③：NetMeisterの登録 2/4

3．NetMeisterからメールが届きましたら
”認証URL”にアクセスします。

4．アカウントを作成します。必要情報を記入し“登
録”を選択してください。

差出人: NetMeister <no-reply@netmeister.jp.nec.com>
送信日時: 2018年10月15日月曜日 10:00
宛先: admin@example.com
件名: [NetMeister] ユーザーアカウント登録確認

======================================================
このメールはNetMeisterから自動で送信しています。
======================================================

下記の認証URLにブラウザでアクセスして、ユーザーアカウント登録の手続きを完了してください。

＜認証URL＞
https://www.nw-meister.jp/service/auth?key=xxxxx
＜URLについて＞
お使いのメールソフトによっては、URLが改行されてしまう場合があります。
その場合は、改行を削除してURLを一行につなげてから、アクセスしてください。

＜お手続きの期限＞
お手続きは、10分以内に行ってください。
それ以上の時間が経過した場合は、最初からお手続きください。

＜このメールに心あたりがない場合＞
どなたかがあなたのメールアドレスを誤って入力されたものと思われます。
当メールを破棄くださいますようお願いいたします。

※このメールは送信専用アドレスからお送りしています。
ご返信いただいても回答はできませんので、あらかじめご了承ください。

アカウント作成完了
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事前準備③：NetMeisterの登録 3/4

5．NetMeisterにログインします。アカウントID
（登録したメールアドレス）とパスワードを入力し
ログインしてください。

6．ログイン後、右上の名前をクリックし、設定を選
択します。

7．グループ設定の基本情報タブの“新規登録”を選択します。
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事前準備③：NetMeisterの登録 4/4

8．グループIDを登録します。必要情報を入力し、
“登録”を選択してください。

グループIDとはNetMeisterのDDNSサービスや装置管理で使用
するIDの事です。DDNSサービスにおいてネーム(FQDN)として
利用され以下の形となります。
IPv4 … <ホスト名>.<グループID>.nmddns.jp
IPv6 … <ホスト名>.<グループID>.v6.nmddns.jp

またネーム(FQDN)は装置のホスト名を使用します。ホスト名を
設定していない装置はDDNSサービスを利用できません。
※ホスト名の設定は後述の設定例の章にて説明しています。

9．以上でNetMeister上での登録作業は終了です。



設定方法

NGN網を活用したVPN構築
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NGN網を活用したVPN構築 設定方法

▌設定方法
拡張ページのトップページより、設置環境に合わせた構成パターンを選択してください。

・ひかり電話サービスを契約する場合：
“ひかり電話サービス契約あり”の“センタの設定”もしくは“拠点の設定”を選択してください。

・ひかり電話サービスを契約しない場合:
“ひかり電話サービス契約なし”の“センタの設定”もしくは“拠点の設定”を選択してください。
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NGN網を活用したVPN設定例①
(ひかり電話サービス契約あり)
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▌NGN網を活用したVPN構築例（ひかり電話サービス契約あり）
ネットワーク構成を以下に示します。
フレッツ 光ネクストを使用して、フレッツ・v6オプションサービスを使用して2拠点間をVPN接続

- センタ：IX2106、拠点A：IX2106 を設置
拠点間VPN”をVPN接続

ドメインネーム：
ix2106-center.sample.v6.nmddns.jp

センタ 拠点Ａ

フレッツ
光ネクスト

IX2106

フレッツ
光ネクスト

LAN：192.168.1.254/24 LAN：192.168.2.254/24

ホスト名：ix2106-center
GE0：WAN
GE1：LAN 192.168.1.254/24

ホスト名：ix2106-a
GE0：WAN
GE1：LAN 192.168.2.254/24

IX2106

NGN網を活用したVPN 設定例①

フレッツ・v6オプション
＋

ダイナミックVPN
NetMeisterDDNSサービス
グループID：sample
グループパスワード：sample-pass

NGN(IPv6)

ドメインネーム：
ix2106-a.sample.v6.nmddns.jp
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NGN網を活用したVPN 設定例①［センタ側］

1．ひかり電話サービス契約ありの“センタの設定”
を選択します。

▌[センタ側] Web設定内容 1/3

↓ 以降、次ページに続く ↓

2．装置の“ログインパスワード”を設定します。

3．“LAN側のIPアドレス”を設定します。
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NGN網を活用したVPN 設定例①［センタ側］

4．VPN用の“パスワード”を設定します。
※すべての拠点で共通のパスワードを設定してください。

▌[センタ側] Web設定内容 2/3

8．事前準備③にて設定したグループIDとグループパ
スワードを入力してください。

5．設置先のエリアにより、NTT東日本もしくは
NTT西日本のURLを選択してください。

6．装置のホスト名を設定します。
登録する各装置のホスト名が一意になるように設
定してください

7．NetMeisterの拠点情報（拠点ID）を設定します。
NetMeisterの監視・管理サービスにて使用します。
※DDNSサービスでは使用しない設定情報です。本
設定についての利用方法などの詳細はNetMeisterの
マニュアルをご覧ください。

↓ 以降、次ページに続く ↓

NetMeisterマニュアル掲載ページ
https://www.necplatforms.co.jp/prod
uct/netmeister/manual.html
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NGN網を活用したVPN 設定例①［センタ側］
▌[センタ側] Web設定内容 3/3

9．インターネット接続の設定をします。
“あり” もしくは”なし”を設定してください。

11．すべての項目を入力後、“反映”を押下します。
※Web設定内容1/3にてLAN側のアドレスを変更して
いた場合接続できなくなります。変更後のアドレスで
WebGUIにアクセスしてください。

10．PPPoE接続の設定をします。
プロパイダから通知されている“ユーザ名”と
“パスワード” を入力してください。
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NGN網を活用したVPN 設定例①［センタ側］
▌[センタ側] 設定の保存

“設定の保存”を選択します。
設定完了後は必ず、設定の保存を行ってください。
※LAN側のアドレスを変更し再度アクセスした場
合は拡張ページタブの“装置状態の表示”をクリッ
クすることで上記の画面を表示できます。

“保存実行”を押下します。

※接続状態に“接続されていません”が表示された場合は、接続構成を見直してください。

以上でセンタ側の設定は終了です。
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［コンフィグ］NGN網を活用したVPN 設定例①［センタ側］
▌ルータ設定内容 1/2

hostname ix2106-center
!
Logging buffered 131072
Logging subsystem all warn
Logging timestamp datetime
!
username admin password hash 42f476Dd332ce72a854eB62BBc6161@ administrator
!
ip ufs-cache max-entries 100000
ip ufs-cache enable
ip route default GigaEthernet0.1
ip dhcp enable
ip access-list web-http-acl permit ip src any dest 192.168.1.254/32
!
ipv6 ufs-cache enable
ipv6 dhcp enable
ipv6 access-list dhcpv6-list permit udp src any sport any dest any dport eq 546
ipv6 access-list dhcpv6-list permit udp src any sport any dest any dport eq 547
ipv6 access-list icmpv6-list permit icmp src any dest any
ipv6 access-list permit-list permit ip src any dest any
ipv6 access-list sec-list permit udp src any sport any dest any dport eq 500
ipv6 access-list sec-list permit 50 src any dest any
ipv6 access-list dynamic dflt-list access permit-list
!
proxy-dns ip enable
!
http-server authentication-method digest
http-server username admin secret-password 4LOS7SC3wVlv
http-server ip access-list web-http-acl
http-server ip enable
!
ikev2 authentication psk id ipv4 169.254.255.254 key char ngnipv6-pass
!
nm ipv6 enable ngn-private east mqtt force
nm account sample password secret 

ZV6N1SztH@5hqp2s3xuci65cv@hC5h5VH8F2144qQj67M5kwu7u8TIvv
nm sitename center
nm ddns notify interface GigaEthernet0.0 protocol ipv6
!
route-map set-nexthop permit 10
set ip next-hop 169.254.255.254

!

route-map web-dmvpn-map permit 10
match interface GigaEthernet1.0

!
ppp profile internet
authentication myname test@test.com
authentication password test@test.com test-password

!
ip dhcp profile web-dhcp-gigaethernet1.0
dns-server 192.168.1.254

!
ipv6 dhcp client-profile dhcpv6-cl
option-request dns-servers
ia-pd subscriber GigaEthernet0.0

!
router bgp 65534
address-family ipv4 unicast
originate-default
redistribute connected route-map web-dmvpn-map

peer-group dmvpn-group remote-as 65534
listen range 169.254.255.0/24
connect-interval 10
timers 5 15
route-reflector-client
address-family ipv4 route-map set-nexthop out

!
device GigaEthernet0
!
device GigaEthernet1
!
interface GigaEthernet0.0
description ## WAN ##
no ip address
ipv6 enable
ipv6 dhcp client dhcpv6-cl
ipv6 traffic-class tos 0
ipv6 filter dhcpv6-list 10 in
ipv6 filter icmpv6-list 20 in
ipv6 filter sec-list 100 in
ipv6 filter dflt-list 100 out
no shutdown

※赤字部分：拡張ページからの入力値
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［コンフィグ］NGN網を活用したVPN 設定例①［センタ側］
▌ルータ設定内容 2/2

interface GigaEthernet1.0
description ## LAN ##
ip address 192.168.1.254/24
ip dhcp binding web-dhcp-gigaethernet1.0
no shutdown

interface GigaEthernet0.1
encapsulation pppoe
auto-connect
ppp binding internet
ip address ipcp
ip tcp adjust-mss auto
ip napt enable
no shutdown

!
interface Loopback0.0
no ip address

!
interface Null0.0
no ip address

!
interface Tunnel1.0
description ## DM-VPN ##
tunnel mode mgre ipsec-ikev2
ip address 169.254.255.254/24
ip tcp adjust-mss auto
ikev2 connect-type auto
ikev2 local-authentication psk id ipv4 169.254.255.254
ikev2 outgoing-interface GigaEthernet0.0 auto
ikev2 ipsec-mode transport
ikev2 peer any authentication psk 
no shutdown

!
web-console system information
o lan1 GigaEthernet1.0
o wizard custom ngn-ipv6 pd-center

※赤字部分：拡張ページからの入力値
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NGN網を活用したVPN 設定例①［拠点側］

1．ひかり電話サービス契約ありの“拠点の設定”
を選択します。

▌[拠点側] Web設定内容 1/3

↓ 以降、次ページに続く ↓

2．装置の“ログインパスワード”を設定します。

3．“LAN側のIPアドレス”を設定します。
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NGN網を活用したVPN 設定例①［拠点側］

4．VPN用に次の項目を設定します。“拠点番号”を選択し
ます。
※他の拠点と重複しないように設定してください。

▌[拠点側] Web設定内容 2/3

5．VPN用の“パスワード”を設定します。
※すべての拠点で共通のパスワードを設定してください。

6．センタのドメインネームを設定します。
センタのドメインネームは以下の形になります。
“センタのホスト名“.“グループID“.v6.nmddns.jp

8．事前準備③にて設定したグループIDとグループパ
スワードを入力してください。（センタと同じもの）

5．設置先のエリアにより、NTT東日本もしくは
NTT西日本のURLを選択してください。

6．装置のホスト名を設定します。
登録した装置と重複しないように設定してくださ
い。

7．NetMeisterの拠点情報（拠点ID）を設定します。

↓ 以降、次ページに続く ↓
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NGN網を活用したVPN 設定例①［拠点側］
▌[拠点側] Web設定内容 3/3

9．インターネット接続の設定をします。
“あり” もしくは”なし”を設定してください。

11．すべての項目を入力後、“反映”を押下します。
※Web設定内容1/3にてLAN側のアドレスを変更して
いた場合接続できなくなります。変更後のアドレスで
WebGUIにアクセスしてください。

10．PPPoE接続の設定をします。
プロパイダから通知されている“ユーザ名”と
“パスワード” を入力してください。
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NGN網を活用したVPN 設定例①［拠点側］
▌[拠点側] 設定の保存

※接続状態に“接続されていません”が表示された場合は、接続構成を見直してください。

“設定の保存”を選択します。
設定完了後は必ず、設定の保存を行ってください。
※LAN側のアドレスを変更し再度アクセスした場
合は拡張ページタブの“装置状態の表示”をクリッ
クすることで上記の画面を表示できます。

“保存実行”を押下します。

以上で拠点側の設定は終了です。
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［コンフィグ］NGN網を活用したVPN 設定例①［拠点側］
▌ルータ設定内容 1/2

hostname ix2106-a
!
logging buffered 131072
logging subsystem all warn
logging timestamp datetime
!
username admin password hash 8f0B25fB5A398D4a8A09eE6aC2Ff8A@ administrator
!
ip ufs-cache max-entries 100000
ip ufs-cache enable
ip route default GigaEthernet0.1
ip dhcp enable
ip access-list web-http-acl permit ip src any dest 192.168.2.254/32
!
ipv6 ufs-cache enable
ipv6 dhcp enable
ipv6 access-list dhcpv6-list permit udp src any sport any dest any dport eq 546
ipv6 access-list dhcpv6-list permit udp src any sport any dest any dport eq 547
ipv6 access-list icmpv6-list permit icmp src any dest any
ipv6 access-list permit-list permit ip src any dest any
ipv6 access-list sec-list permit udp src any sport any dest any dport eq 500
ipv6 access-list sec-list permit 50 src any dest any
ipv6 access-list dynamic dflt-list access permit-list
!
nhrp local GigaEthernet1.0
!
proxy-dns ip enable
!
http-server authentication-method digest
http-server username admin secret-password 4LOS7SC3wVlv
http-server ip access-list web-http-acl
http-server ip enable
!
ikev2 authentication psk id ipv4 169.254.255.1 key char ngnipv6-pass
!
nm ipv6 enable ngn-private east mqtt force
nm account sample password secret 

ZV6N1SztH@5hqp2s3xuci65cv@hC5h5VH8F2144qQj67M5kwu7u8TIvv
nm sitename base-a
nm ddns notify interface GigaEthernet0.0 protocol ipv6

route-map web-dmvpn-map permit 10
match interface GigaEthernet1.0

!
ppp profile internet
authentication myname test@test.com
authentication password test@test.com test-password

!
ip dhcp profile web-dhcp-gigaethernet1.0
dns-server 192.168.2.254

!
ipv6 dhcp client-profile dhcpv6-cl
option-request dns-servers
ia-pd subscriber GigaEthernet0.0

!
router bgp 65534
neighbor 169.254.255.254 remote-as 65534
neighbor 169.254.255.254 connect-interval 10
neighbor 169.254.255.254 timers 5 15
address-family ipv4 unicast
redistribute connected route-map web-dmvpn-map

※赤字部分：拡張ページからの入力値
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［コンフィグ］NGN網を活用したVPN 設定例①［拠点側］
▌ルータ設定内容 2/2

device GigaEthernet0
!
device GigaEthernet1
!
interface GigaEthernet0.0
description ## WAN ##
no ip address
ipv6 enable
ipv6 dhcp client dhcpv6-cl
ipv6 traffic-class tos 0
ipv6 filter dhcpv6-list 10 in
ipv6 filter icmpv6-list 20 in
ipv6 filter sec-list 100 in
ipv6 filter dflt-list 100 out
no shutdown

!
interface GigaEthernet1.0
description ## LAN ##
ip address 192.168.2.254/24
ip dhcp binding web-dhcp-gigaethernet1.0
no shutdown

!
interface GigaEthernet0.1
encapsulation pppoe
auto-connect
ppp binding internet
ip address ipcp
ip tcp adjust-mss auto
ip napt enable
no shutdown

!

※赤字部分：拡張ページからの入力値

interface Loopback0.0
no ip address

!
interface Null0.0
no ip address

!
interface Tunnel1.0
description ## DM-VPN ##
tunnel mode mgre ipsec-ikev2
ip address 169.254.255.1/24
ip tcp adjust-mss auto
nhrp nhs 169.254.255.254/24 nbma ix2106-center.sample.v6.nmddns.jp ipv6
ikev2 connect-type auto
ikev2 dpd interval 10
ikev2 local-authentication psk id ipv4 169.254.255.1
ikev2 outgoing-interface GigaEthernet0.0 auto
ikev2 ipsec-mode transport
ikev2 peer any authentication psk 
no shutdown

!
web-console system information
o lan1 GigaEthernet1.0
o wizard custom ngn-ipv6 pd-site
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NGN網を活用したVPN設定例②
(ひかり電話サービス契約なし)
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▌NGN網を活用したVPN構築例（ひかり電話サービス契約あり）
ネットワーク構成を以下に示します。
フレッツ 光ネクストを使用して、フレッツ・v6オプションサービスを使用して2拠点間をVPN接続

- センタ：IX2106、拠点A：IX2106 を設置
拠点間VPN”をVPN接続

ドメインネーム：
ix2106-center.sample.v6.nmddns.jp

センタ 拠点Ａ

フレッツ
光ネクスト

IX2106

フレッツ
光ネクスト

LAN：192.168.1.254/24 LAN：192.168.2.254/24

ホスト名：ix2106-center
GE0：WAN
GE1：LAN 192.168.1.254/24

ホスト名：ix2106-a
GE0：WAN
GE1：LAN 192.168.2.254/24

IX2106

NGN網を活用したVPN 設定例②

フレッツ・v6オプション
＋

ダイナミックVPN
NetMeisterDDNSサービス
グループID：sample
グループパスワード：sample-pass

NGN(IPv6)

ドメインネーム：
ix2106-a.sample.v6.nmddns.jp
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NGN網を活用したVPN 設定例②［センタ側］

1．ひかり電話サービス契約なしの“センタの設定”
を選択します。

▌[センタ側] Web設定内容 1/3

↓ 以降、次ページに続く ↓

2．装置の“ログインパスワード”を設定します。

3．“LAN側のIPアドレス”を設定します。
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NGN網を活用したVPN 設定例②［センタ側］

4．VPN用の“パスワード”を設定します。
※すべての拠点で共通のパスワードを設定してください。

▌[センタ側] Web設定内容 2/3

8．事前準備③にて設定したグループIDとグループパ
スワードを入力してください。

5．設置先のエリアにより、NTT東日本もしくは
NTT西日本のURLを選択してください。

6．装置のホスト名を設定します。
登録する各装置のホスト名が一意になるように設
定してください

7．NetMeisterの拠点情報（拠点ID）を設定します。
NetMeisterの監視・管理サービスにて使用します。
※DDNSサービスでは使用しない設定情報です。本
設定についての利用方法などの詳細はNetMeisterの
マニュアルをご覧ください。

↓ 以降、次ページに続く ↓

NetMeisterマニュアル掲載ページ
https://www.necplatforms.co.jp/prod
uct/netmeister/manual.html
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NGN網を活用したVPN 設定例②［センタ側］
▌[センタ側] Web設定内容 3/3

9．インターネット接続の設定をします。
“あり” もしくは”なし”を設定してください。

11．すべての項目を入力後、“反映”を押下します。
※Web設定内容1/3にてLAN側のアドレスを変更して
いた場合接続できなくなります。変更後のアドレスで
WebGUIにアクセスしてください。

10．PPPoE接続の設定をします。
プロパイダから通知されている“ユーザ名”と
“パスワード” を入力してください。
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NGN網を活用したVPN 設定例②［センタ側］
▌[センタ側] 設定の保存

“設定の保存”を選択します。
設定完了後は必ず、設定の保存を行ってください。
※LAN側のアドレスを変更し再度アクセスした場
合は拡張ページタブの“装置状態の表示”をクリッ
クすることで上記の画面を表示できます。

“保存実行”を押下します。

※接続状態に“接続されていません”が表示された場合は、接続構成を見直してください。

以上でセンタ側の設定は終了です。
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［コンフィグ］NGN網を活用したVPN 設定例②［センタ側］
▌ルータ設定内容 1/2

hostname ix2106-center
!
logging buffered 131072
logging subsystem all warn
logging timestamp datetime
!
username admin password hash 0ee25ced4E0968Bdd240AE3C9B347A@ administrator
!
ip ufs-cache max-entries 100000
ip ufs-cache enable
ip route default GigaEthernet0.1
ip dhcp enable
ip access-list web-http-acl permit ip src any dest 192.168.1.254/32
!
ipv6 ufs-cache enable
ipv6 dhcp enable
ipv6 access-list dhcpv6-list permit udp src any sport any dest any dport eq 546
ipv6 access-list dhcpv6-list permit udp src any sport any dest any dport eq 547
ipv6 access-list icmpv6-list permit icmp src any dest any
ipv6 access-list permit-list permit ip src any dest any
ipv6 access-list sec-list permit udp src any sport any dest any dport eq 500
ipv6 access-list sec-list permit 50 src any dest any
ipv6 access-list dynamic dflt-list access permit-list
!
proxy-dns ip enable
!
http-server authentication-method digest
http-server username admin secret-password 4LOS7SC3wVlv
http-server ip access-list web-http-acl
http-server ip enable
!
ikev2 authentication psk id ipv4 169.254.255.254 key char ngnipv6-pass
!
nm ipv6 enable ngn-private east mqtt force
nm account sample password secret 

ZV6N1SztH@5hqp2s3xuci65cv@hC5h5VH8F2144qQj67M5kwu7u8TIvv
nm sitename center
nm ddns notify interface GigaEthernet0.0 protocol ipv6
!

route-map set-nexthop permit 10
set ip next-hop 169.254.255.254

!
route-map web-dmvpn-map permit 10
match interface GigaEthernet1.0

!
ppp profile internet
authentication myname test@test.com
authentication password test@test.com test-password

!
ip dhcp profile web-dhcp-gigaethernet1.0
dns-server 192.168.1.254

!
ipv6 dhcp client-profile dhcpv6-cl
information-request
option-request dns-servers

!
router bgp 65534
address-family ipv4 unicast
originate-default
redistribute connected route-map web-dmvpn-map

peer-group dmvpn-group remote-as 65534
listen range 169.254.255.0/24
connect-interval 10
timers 5 15
route-reflector-client
address-family ipv4 route-map set-nexthop out

!
device GigaEthernet0
!
device GigaEthernet1
!

※赤字部分：拡張ページからの入力値
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［コンフィグ］NGN網を活用したVPN 設定例②［センタ側］
▌ルータ設定内容 2/2

interface GigaEthernet0.0
description ## WAN ##
no ip address
ipv6 enable
ipv6 interface-identifier 00:00:00:00:00:00:01:00
ipv6 address autoconfig receive-default
ipv6 dhcp client dhcpv6-cl
ipv6 traffic-class tos 0
ipv6 filter dhcpv6-list 10 in
ipv6 filter icmpv6-list 20 in
ipv6 filter sec-list 100 in
ipv6 filter dflt-list 100 out
no shutdown

!
interface GigaEthernet1.0
description ## LAN ##
ip address 192.168.1.254/24
ip dhcp binding web-dhcp-gigaethernet1.0
no shutdown

!
interface GigaEthernet0.1
encapsulation pppoe
auto-connect
ppp binding internet
ip address ipcp
ip tcp adjust-mss auto
ip napt enable
no shutdown

!
interface Loopback0.0
no ip address

!
interface Null0.0
no ip address

!

※赤字部分：拡張ページからの入力値

interface Tunnel1.0
description ## DM-VPN ##
tunnel mode mgre ipsec-ikev2
ip address 169.254.255.254/24
ip tcp adjust-mss auto
ikev2 connect-type auto
ikev2 local-authentication psk id ipv4 169.254.255.254
ikev2 outgoing-interface GigaEthernet0.0 auto
ikev2 ipsec-mode transport
ikev2 peer any authentication psk 
no shutdown

!
web-console system information
o lan1 GigaEthernet1.0
o wizard custom ngn-ipv6 ra-center
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NGN網を活用したVPN 設定例②［拠点側］

1．ひかり電話サービス契約なしの“拠点の設定”
を選択します。

▌[拠点側] Web設定内容 1/3

↓ 以降、次ページに続く ↓

2．装置の“ログインパスワード”を設定します。

3．“LAN側のIPアドレス”を設定します。
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NGN網を活用したVPN 設定例②［拠点側］

4．VPN用に次の項目を設定します。“拠点番号”を選択し
ます。
※他の拠点と重複しないように設定してください。

▌[拠点側] Web設定内容 2/3

5．VPN用の“パスワード”を設定します。
※すべての拠点で共通のパスワードを設定してください。

6．センタのドメインネームを設定します。
センタのドメインネームは以下の形になります。
“センタのホスト名“.“グループID“.v6.nmddns.jp

8．事前準備③にて設定したグループIDとグループパ
スワードを入力してください。（センタと同じもの）

5．設置先のエリアにより、NTT東日本もしくは
NTT西日本のURLを選択してください。

6．装置のホスト名を設定します。
登録した装置と重複しないように設定してくださ
い。

7．NetMeisterの拠点情報（拠点ID）を設定します。

↓ 以降、次ページに続く ↓
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NGN網を活用したVPN 設定例②［拠点側］
▌[拠点側] Web設定内容 3/3

9．インターネット接続の設定をします。
“あり” もしくは”なし”を設定してください。

11．すべての項目を入力後、“反映”を押下します。
※Web設定内容1/3にてLAN側のアドレスを変更して
いた場合接続できなくなります。変更後のアドレスで
WebGUIにアクセスしてください。

10．PPPoE接続の設定をします。
プロパイダから通知されている“ユーザ名”と
“パスワード” を入力してください。
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NGN網を活用したVPN 設定例②［拠点側］
▌[拠点側] 設定の保存

※接続状態に“接続されていません”が表示された場合は、接続構成を見直してください。

“設定の保存”を選択します。
設定完了後は必ず、設定の保存を行ってください。
※LAN側のアドレスを変更し再度アクセスした場
合は拡張ページタブの“装置状態の表示”をクリッ
クすることで上記の画面を表示できます。

“保存実行”を押下します。

以上で拠点側の設定は終了です。
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［コンフィグ］NGN網を活用したVPN 設定例②［拠点側］
▌ルータ設定内容 1/2

hostname ix2106-a
!
logging buffered 131072
logging subsystem all warn
logging timestamp datetime
!
username admin password hash 46bD2C05caC18A53c717Ba11CE66a3@ administrator
!
ip ufs-cache max-entries 100000
ip ufs-cache enable
ip route default GigaEthernet0.1
ip dhcp enable
ip access-list web-http-acl permit ip src any dest 192.168.2.254/32
!
ipv6 ufs-cache enable
ipv6 dhcp enable
ipv6 access-list dhcpv6-list permit udp src any sport any dest any dport eq 546
ipv6 access-list dhcpv6-list permit udp src any sport any dest any dport eq 547
ipv6 access-list icmpv6-list permit icmp src any dest any
ipv6 access-list permit-list permit ip src any dest any
ipv6 access-list sec-list permit udp src any sport any dest any dport eq 500
ipv6 access-list sec-list permit 50 src any dest any
ipv6 access-list dynamic dflt-list access permit-list
!
nhrp local GigaEthernet1.0
!
proxy-dns ip enable
!
http-server authentication-method digest
http-server username admin secret-password 4LOS7SC3wVlv
http-server ip access-list web-http-acl
http-server ip enable
!
!
ikev2 authentication psk id ipv4 169.254.255.1 key char ngnipv6-pass
!
nm ipv6 enable ngn-private east mqtt force
nm account sample password secret 

ZV6N1SztH@5hqp2s3xuci65cv@hC5h5VH8F2144qQj67M5kwu7u8TIvv
nm sitename base-a
nm ddns notify interface GigaEthernet0.0 protocol ipv6

route-map web-dmvpn-map permit 10
match interface GigaEthernet1.0

!
ppp profile internet
authentication myname test@test.com
authentication password test@test.com test-password

!
ip dhcp profile web-dhcp-gigaethernet1.0
dns-server 192.168.2.254

!
ipv6 dhcp client-profile dhcpv6-cl
information-request
option-request dns-servers

!
router bgp 65534
neighbor 169.254.255.254 remote-as 65534
neighbor 169.254.255.254 connect-interval 10
neighbor 169.254.255.254 timers 5 15
address-family ipv4 unicast
redistribute connected route-map web-dmvpn-map

!
device GigaEthernet0
!
device GigaEthernet1
!

※赤字部分：拡張ページからの入力値
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［コンフィグ］NGN網を活用したVPN 設定例②［拠点側］
▌ルータ設定内容 2/2

※赤字部分：拡張ページからの入力値

interface GigaEthernet0.0
description ## WAN ##
no ip address
ipv6 enable
ipv6 interface-identifier 00:00:00:00:00:00:01:00
ipv6 address autoconfig receive-default
ipv6 dhcp client dhcpv6-cl
ipv6 traffic-class tos 0
ipv6 filter dhcpv6-list 10 in
ipv6 filter icmpv6-list 20 in
ipv6 filter sec-list 100 in
ipv6 filter dflt-list 100 out  no shutdown

!
interface GigaEthernet1.0
description ## LAN ##
ip address 192.168.2.254/24
ip dhcp binding web-dhcp-gigaethernet1.0
no shutdown

!
interface GigaEthernet0.1
encapsulation pppoe
auto-connect
ppp binding internet
ip address ipcp
ip tcp adjust-mss auto
ip napt enable
no shutdown

!
interface Loopback0.0
no ip address

!
interface Null0.0
no ip address

!

interface Tunnel1.0
description ## DM-VPN ##
tunnel mode mgre ipsec-ikev2
ip address 169.254.255.1/24
ip tcp adjust-mss auto
nhrp nhs 169.254.255.254/24 nbma ix2106-center.sample.v6.nmddns.jp ipv6
ikev2 connect-type auto
ikev2 dpd interval 10
ikev2 local-authentication psk id ipv4 169.254.255.1
ikev2 outgoing-interface GigaEthernet0.0 auto
ikev2 ipsec-mode transport
ikev2 peer any authentication psk 
no shutdown

!
web-console system information
o lan1 GigaEthernet1.0
o wizard custom ngn-ipv6 ra-site
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