
バックアップと復元 RV320 および RV325 VPN
ルータのコンフィギュレーション ファイル 

目標
 

コンフィギュレーション ファイルはデバイスの設定が含まれています。 RV32x VPN
Router シリーズはスタートアップ コンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファ
イルおよびミラー コンフィギュレーション ファイルが含まれています。 スタートアップ
コンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルは起動時にルータ負荷そのフ
ァイルです。 ミラー コンフィギュレーション ファイルは最後の既知有効なコンフィギュレ
ーションです。 どういうわけか始動ファイルが失敗した場合、ミラー コンフィギュレーシ
ョン ファイルは使用されます。 ルータはミラー設定に自動的に 24 時間毎にルータがリブ
ートされないし、コンフィギュレーション変更を 24 時間期間の内に行わなかったら場合ス
タートアップ コンフィギュレーションをコピーします。
 
この技術情報はコンフィギュレーション ファイルを復元する、バックアップし、コピーし
、サニタイズ する方法をおよび RV32x VPN Router シリーズの USB デバイスにファームウ
ェアをバックアップする方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV320 は VPN Router WAN 二倍になります 
• RV325 ギガビット二重 WAN VPN Router
  

[Software Version]
 

• v1.1.0.09
  

コンフィギュレーション ファイルを管理して下さい
 

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システム管理を
> バックアップと復元選択し。 バックアップおよび Restore ページは開きます:
 



 
バックアップについての情報に関しては次の部分を Restore ページ参照すれば。
 

• コンフィギュレーション ファイルを復元する
 
• コンフィギュレーション ファイルをバックアップして下さい
 
• コンフィギュレーション ファイルをコピーして下さい
 
• コンフィギュレーション ファイルをサニタイズ して下さい
 
• USB にファームウェアをバックアップして下さい
  

 
コンフィギュレーション ファイルを復元する
 
PC からのスタートアップ コンフィギュレーションを復元する
 

ステップ 1. PC Radio ボタンからの復元 設定をクリックして下さい。
 



 
ステップ 2.コンピュータのハード ドライブからコンフィギュレーション ファイルを選択す
るために… 『Browse』 をクリック して下さい。
 
ステップ 3. 『Restore』 をクリック して下さい。 確認ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 4. 『Yes』 をクリック して下さい。 自動的にルータ リブートおよび始動設定は
復元する。
  

USB からの復元 設定
 

ステップ 1. USB Radio ボタンからの復元 スタートアップ コンフィギュレーションをクリ
ックして下さい。
 



 
 
呼び出します。 出典 USB デバイス ドロップダウン リストから望ましいコンフィギュレー
ション ファイルが含まれている USB デバイスを選択して下さい。 ルータに接続された新
しい USB デバイスを捜すために『Refresh』 をクリック して下さい。
 
ステップ 3 USB デバイステーブルのコンフィギュレーション ファイルは規定 された USB
デバイスのコンフィギュレーション ファイルを表示する。 復元するたいと思う望ましいコ
ンフィギュレーション ファイルに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 
ステップ 4. 『Restore』 をクリック して下さい。 確認ウィンドウは現われます。
 

 
ステップ 5. 『Yes』 をクリック して下さい。 自動的にルータ リブートおよび始動設定は
復元する。
  

 
バックアップ コンフィギュレーション ファイル
 
PC へのバックアップ コンフィギュレーション ファイル
 

ステップ 1. PC Radio ボタンにバックアップ コンフィギュレーション ファイルをクリック
して下さい。
 



 
ステップ 2.スタートアップ コンフィギュレーションを保存するためにスタートアップ コン
フィギュレーションを『Backup』 をクリック するか、またはミラー設定を保存するために
ミラー設定をバックアップして下さい。 始動およびミラー コンフィギュレーション ファイ
ルは両方 PC に保存することができます。 
 
ステップ 3a。 コンフィギュレーション ファイルを保存するために『OK』 をクリック して
下さい。
 

 
ステップ 3b。 コンフィギュレーション ファイルは PC で今保存されます。
  

USB へのバックアップ コンフィギュレーション ファイル
 

ステップ 1. USB Radio ボタンにバックアップ コンフィギュレーション ファイルをクリッ
クして下さい。
 



 
 
呼び出します。 宛先 USB デバイス ドロップダウン リストからコンフィギュレーション フ
ァイルをに保存するために USB デバイスを選択して下さい。 ルータに接続された新しい
USB デバイスを捜すために『Refresh』 をクリック して下さい。
 
ステップ 3.スタートアップ コンフィギュレーションを保存するためにスタートアップ コン
フィギュレーションを『Backup』 をクリック するか、またはミラー設定を保存するために
ミラー設定をバックアップして下さい。 コンフィギュレーション ファイルは USB に保存
されます。 始動およびミラー コンフィギュレーション ファイルは両方保存することができ
ます。
  

 
コンフィギュレーション ファイルをコピーして下さい
 

ステップ 1.始動コンフィギュレーション ファイルにミラー コンフィギュレーション ファイ
ルをコピーするために始動にミラーを『Copy』 をクリック して下さい。 
 

  
 

コンフィギュレーション ファイルをサニタイズ して下さい
 

ステップ 1.始動設定をサニタイズ するためにサニタイズする な 設定をクリックして下さい
。 これはホスト名、snmp ストリング、パブリック IPS、およびパスワードのような要素を
取除きます。 始動コンフィギュレーション ファイルは RV320 リブート自動的にサニタイ
ズ され。 
 



  
 

USB へのバックアップ ファームウェア
 

ステップ 1： 宛先 USB デバイス ドロップダウン リストからファームウェアをに保存する
ために USB デバイスを選択して下さい。 ルータに接続された新しい USB デバイスを捜す
ために『Refresh』 をクリック して下さい。
 

 
 
ステップ 2.規定 された USB デバイスにファームウェアを保存するために『Backup』 をク
リック して下さい。
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