
設定 Windows の RV320 および RV325 VPN
Router シリーズのポイント ツー ポイント トン
ネリング プロトコル（PPTP）サーバ 

目標
 

ポイント ツー ポイント トンネリング プロトコル（PPTP）はパブリックネットワーク間の
VPN トンネルを作成するのに使用されるネットワークプロトコルです。 PPTP サーバは別
名バーチャル プライベート ダイヤルアップ ネットワーク（VPDN）サーバです。 PPTP は
他の VPN プロトコルにファーストであり、モバイルデバイスで動作する機能があるので好
まれます。 10 の PPTP トンネルの合計は PPTP サーバで設定することができます。
 
この技術情報は RV32x VPN Router シリーズ用の Windows の PPTP （Point-to-Point
Tunneling Protocol（PPTP））サーバを設定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
  

設定 PPTP サーバ
 
PPTP IP 範囲
 

ステップ 1. Web 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 > PPTP サーバ 『
VPN』 を選択 し。 PPTP サーバページは開きます:
 



 
呼び出します。 RV320 の PPTP サーバをイネーブルに設定するために Enable チェックボ
ックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 3.範囲 Start フィールドで最初の PPTP VPN クライアントに割り当てられる範囲
の開始 LAN IP アドレスを入力して下さい。 デフォルト IP は 192.168.1.200 です。
 
ステップ 4.書架列側面フィールドで最後の PPTP VPN クライアントに割り当てられる範囲
の最後の LAN IP アドレスを入力して下さい。 デフォルトは 192.168.1.204 です。
 
ステップ 5.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

PPTP トンネルステータス
 



 
• 使用されるトンネル— PPTP サーバによって現在使用中であるトンネルの数を表します
。
 
• 利用可能 な トンネル— PPTP サーバを設定してまだ利用可能であるトンネルの数を表し
ます。
 

注: 接続テーブルの接続を設定できる前にユーザを追加する必要があります。 ユーザを設定
する方法に関する詳細については RV320 および RV325 VPN Router シリーズの技術情報ユ
ーザおよびドメイン管理 設定に参照して下さい。
 

 
• 接続テーブル—接続リストは VPN クライアントの情報を示す読み取り専用リストです。
リストは PPTP VPN クライアントのユーザ名、PPTP VPN クライアントのリモート WAN
IP アドレスをおよび PPTP サーバが接続にクライアントに割り当てる PPTP IP アドレス
を示します。 接続テーブルのユーザを表示するために Windows の PPTP VPN 接続を設定
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する必要があります。
 

注: 多くを PPTP 接続を設定する方法で学ぶために Windows セクションの設定 PPTP VPN
接続を参照して下さい。
  

Windows の PPTP VPN 接続を設定して下さい
 

ステップ 1.コンピュータにログイン し、> ネットワークおよびインターネット > ネットワ
ークおよび共有センター Start > Control Panel の順に選択 して下さい。 ネットワークおよ
びセンター ウィンドウを共有することは現われます。
 

 



 
 ステップ 2.新しい接続かネットワークを作成するために新しい接続かネットワークを『
Setup』 をクリック して下さい。 接続か Network ウィンドウ設定される現われます。
 

 



 
ステップ 3.職場から接続するために仕事場に『Connect』 をクリック して下さい。
 
ステップ 4.の隣で続きますクリックして下さい。 仕事場ウィンドウへの接続応答は現われ
ます: 
 

 



 
 
ステップ 5.インターネット接続を使用するために使用をインターネット接続（VPN）クリ
ックして下さい。 
 

 
ステップ 6. click II インターネット接続 以降を設定するためにインターネット接続 以降を設
定します。
 



 
ステップ 7.インターネット アドレス フィールドに RV320 の LAN IP アドレスの IP アドレ
スを入力して下さい。
 
ステップ 8.宛先 Name フィールドで宛先の名前を入力して下さい。 
 
ステップ 9. 『Create』 をクリック して下さい。 
 
注: Windows 8 にある場合、次のプロシージャは適用されます。 Windows 7 にある場合、
次の 3 つのイメージは異なっていますが、プロシージャは同じです。
 

 
ステップ 10.タスク バーの Network アイコンをクリックして下さい。 これはすべてのネッ
トワークを、ワイヤレス、利用可能 な VPN およびダイヤル式コンピュータに接続されるた
めに表示する:
 



 
ステップ 11.特定の接続を接続するために『Connect』 をクリック して下さい。
 

 
注: User Management ページのユーザを設定しなければなりません。 多くをユーザマネー
ジメントを設定する方法で知るために RV320 ルータの技術情報ユーザおよびドメイン管理
設定を参照して下さい。 ステップ 12 およびステップ 13 に関しては、User Management
ページで提供したパスワードおよび同じユーザネームを提供しなければなりません。
 
ステップ 12： Username フィールドでユーザネームを入力して下さい。 
 
ステップ 13： Password フィールドでパスワードを入力して下さい。 
 
ステップ 14： [OK] をクリックします。
 



 
ステップ 15： タスク バーの Network アイコンを右クリックし、ネットワークをおよび共
有センター 『Open』 をクリック して下さい。
 

 
ステップ 16： 仕様 VPN 接続をクリックして下さい。 Status ウィンドウは現われます:
 



 

 
ステップ 17： [Properties]をクリックします。 VPN 宛先 Properties ウィンドウは現われま
す:
 



 
ステップ 18： ウィンドウの上で Security タブを選択して下さい。 
 

 



ステップ 19： VPN ドロップダウン リストの種類からポイント ツー ポイント トンネリン
グ プロトコル（PPTP）を選択して下さい。
 
ステップ 20： 設定を保存するために『OK』 をクリック して下さい。 新しい接続は 
PPTP サーバページの接続リストで追加します。
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