
RV320 および RV325 VPN ルータのバーチャル
プライベート ネットワーク （VPN） 要約を表
示して下さい 

目標
 

バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）はセキュリティを提供するために事実上
パブリックネットワークを通してリモートユーザのデバイスを接続するのに使用するプライ
ベート ネットワークです。 有効に なるか何何 VPN トンネルが利用できるか VPN 要約が
VPN トンネルの概要をように表示するのに、何使用される使用されています。 またそれは
ゲートウェイおよびグループ VPN ステータスにゲートウェイ間、クライアントを表示する
。
 
この技術情報は RV32x VPN Router シリーズの VPN 要約を説明します。
  

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
  

VPN 要約
 

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 > 要約 『VPN』
を選択 し。 要約 ページは開きます:
 

  
バーチャルIP 範囲



 
ステップ 1.バーチャルIP 範囲は VPN トンネルのために使用される IP アドレスの範囲です
。 バーチャルIP 範囲を編集するために『Edit』 をクリック して下さい。 バーチャルIP 範
囲 ウィンドウは開きます:
 

 
ステップ 2.範囲 Start フィールドで VPN トンネルのための開始 IP アドレスを入力して下さ
い。
 
ステップ 3.書架列側面フィールドで VPN トンネルのための終了 IP アドレスを入力して下
さい。
 
DNSサーバを使用したいと思う場合ステップ 4. （オプションの）は DNSサーバ 1 フィール
ドで DNSサーバの IP アドレスを入力します。 動的に割り当てられた DNSサーバを表すデ
フォルトは 0.0.0.0 です。 
 
注: よりダイナミック DNS を高速アクセスに提供すると同時にダイナミック DNS よりもむ
しろ確認する場合 DNSサーバの特定の IP アドレスを提供することを推奨します。



セカンダリDNSサーバを使用したいと思う場合ステップ 5. （オプションの）は DNSサーバ
2 フィールドで第 2 DNSサーバの IP アドレスを入力します。 動的に DNSサーバを割り当
てられるデフォルトは 0.0.0.0 です。 
 
WINS サーバを使用したいと思う場合ステップ 6. （オプションの）は WINS サーバ 1 フィ
ールドで Windows Internet Naming Service （WINS） サーバの IP アドレスを入力します。
WINS サーバはクライアントが WINS サーバからの IP に直接変換する NetBIOS 名をできる
ように NetBIOS 名クエリをブロードキャストするためにトラフィックを削減します。 動的
に割り当てられた WINS サーバを表すデフォルトは 0.0.0.0 です。 
 
セカンダリ WINS サーバを使用したいと思う場合ステップ 7. （オプションの）は WINS サ
ーバ 2 フィールドで第 2 Windows Internet Naming Service （WINS） サーバの IP アドレス
を入力します。 動的に割り当てられた WINS サーバを表すデフォルトは 0.0.0.0 です。 
 
ステップ 8.ルータに静的IP アドレスおよび登録済みのドメイン名がある場合ドメイン名 1
フィールドでドメイン名を入力して下さい。 
 
ルータに静的IP アドレスおよび登録済みのドメイン名がある場合第 2 ドメイン名がほしい
と思う場合ステップ 9. （オプションの）はドメイン名 2 フィールドで、第 2 ドメイン名を
入力します。 
 
ルータに静的IP アドレスおよび登録済みのドメイン名がある場合第 3 ドメイン名がほしい
と思う場合ステップ 10. （オプションの）はドメイン名 3 フィールドで、第 3 ドメイン名
を入力します。 
 
ルータに静的IP アドレスおよび登録済みのドメイン名がある場合第 4 ドメイン名がほしい
と思う場合ステップ 11. （オプションの）はドメイン名 4 フィールドで、第 4 ドメイン名
を入力します。 
 
ステップ 12： [Save] をクリックして、設定を保存します。
  

VPN トンネルステータス
 

 
• 使用されるトンネル—使用中であるトンネルの数を表示する。
 
• 利用可能 な トンネル— VPN 接続のために利用可能 な トンネルの総数を表示する。



• トンネルは enabled — VPN 接続のために有効に なる トンネルの番号を表示する。
 
• 定義されるトンネル— VPN 接続のために定義されるトンネルの数を表示する。
  

接続テーブル
 

 
ゲートウェイ（単一） VPN 接続にゲートウェイ間およびクライアントを表示する。
 

• NO — VPN 接続のために使用されるトンネル 番号を表します。
 
• name — VPN 接続のために使用されるトンネル名を表します。
 
• status — VPN 接続の現在のステータスを表します。
 
• フェーズ 2 Enc/Auth/GRP — VPN 接続のために使用される認証を表します。
 
• ローカル グループ—ローカル グループの IP アドレスおよびサブネット マスクを表しま
す。
 
• リモートは group —リモート グループの IP アドレスおよびサブネット マスクを表しま
す。
 
• リモートゲートウェイ—リモートゲートウェイの IP アドレスを表します。
 
• トンネルは test — トンネルステータスを表します。
 

ゲートウェイ VPN に新しいゲートウェイ間かクライアントを追加するステップ 1. （オプシ
ョンの）は『Add』 をクリック します。 
 
インストール済み VPN の情報を編集するステップ 2. （オプションの）は VPN 接続の側の
Radio ボタンをクリックし、『Edit』 をクリック します。
 
注: 多くをゲートウェイ間 VPN 接続を設定しか、または編集する方法で知るために 
RV320 および RV325 VPN ルータのゲートウェイ間バーチャル プライベート ネットワーク
（VPN） 設定を参照して下さいまたはゲートウェイ VPN 接続へのクライアントのために 
RV320 および RV325 VPN ルータのゲートウェイ バーチャル プライベート ネットワーク
（VPN）に設定単一のクライアントを参照して下さい。



VPN を削除するステップ 3. （オプションの）は VPN 接続の側の Radio ボタンをクリック
し、『Delete』 をクリック します。
  

グループ VPN 接続テーブル
 

 
グループ VPN 接続テーブルはゲートウェイ グループ VPN にクライアントの概要を表示す
る。
 

• グループ名— VPN 接続のために使用されるグループ名を表します。
 
• トンネル— VPN トンネルにログオンされるユーザの数を表します。
 
• フェーズ 2 Enc/Auth/GRP — VPN 接続のために使用される認証を表します。
 
• ローカル グループ—ローカル グループの IP アドレスおよびサブネット マスクを表しま
す。
 
• リモートクライアント—リモートクライアントのドメイン ｅメールアドレスを表します
。
 
• 詳細— VPN 接続の詳細情報を示します。
 
• トンネルは test — トンネルステータスを表します。
 

新しいグループ VPN を追加するステップ 1. （オプションの）は『Add』 をクリック しま
す。 Gateway ページへのクライアントは開きます:
 
インストール済み VPN の情報を編集するステップ 2. （オプションの）は VPN 接続の側の
Radio ボタンをクリックし、『Edit』 をクリック します。
 
注: 多くをゲートウェイ グループ VPN 接続にクライアントを設定しか、または編集する方
法で知るために RV320 および RV325 VPN ルータのゲートウェイ バーチャル プライベー
ト ネットワーク （VPN）に設定 グループ クライアントを参照して下さい。
 
VPN を削除するステップ 3. （オプションの）は VPN 接続の側の Radio ボタンをクリック
し、『Delete』 をクリック します。
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