
RV220W VPN ファイアウォールの基本的なバー
チャル プライベート ネットワーク （VPN） 設
定 

目標
 

バーチャル プライベート ネットワーク （VPN）はインターネットのようなパブリックネッ
トワークに異なるネットワークのエンドポイントを、接続する方法です。 これは安全に イ
ンターネット上のそのネットワークに接続するためにローカルネットワークから離れている
（オフィスのような）ユーザを可能にします。 基本的な VPN のセットアップ ページはゲ
ートウェイ接続または VPN クライアント ソフトウェアのネットワークにアクセスするリモ
ートユーザ向けの VPN トンネルを設定するのを助けます。 
 
この技術情報は RV220W VPN ファイアウォールの基本 VPN を設定する方法を説明します
。
 
注: ユーザは次の設定が VPN 接続を確立するデバイスの両側で行われるようにする必要が
あります。
  

適当なデバイス
 

• RV220W
  

[Software Version]
 

• 1.0.4.17
  

基本的な VPN のセットアップ 設定
 

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 > IPSec > 基本的
な VPN のセットアップ 『VPN』 を選択 し。 基本的な VPN のセットアップ ページは開き
ます:
 



 



 
ステップ 2.望ましい VPN トンネルタイプのための Radio ボタンをクリックして下さい。
次の 2 つのタイプがあります。
 

• gateway —別の VPNゲートウェイによって接続するために作成される A トンネル。
 
• VPN Client —デバイスが VPN ソフトウェアを実行する VPN クライアントに接続するよ
うにします。
 

ステップ 3.新しい接続 Name フィールドで接続の名前を入力して下さい。 この名前は管理
目的で使用されます。
 
ステップ 4. Pre-Shared Key フィールドでパスワードを入力して下さい。 VPN Client はか
リモートゲートウェイはこのキーが VPN 接続を確立することを必要とします。 このキーは
少なくとも 8 文字の長さがなければなりません。
 
ステップ 5 リモートゲートウェイ Type フィールドで、適切なタイプのリモートゲートウェ
イのためのアドレスのための IP addressオプション・ボタンか FQDN Radio ボタンをクリ
ックして下さい。
 

• ip address — IP アドレスがリモートゲートウェイを識別するのに使用されます。
 
• FQDN （完全修飾ドメイン ネーム） —ドメイン名がリモートゲートウェイを識別するの
に使用されています。
 

タイムセーバ: IP アドレスがステップ 5 で選択されたらステップ 6 に、他ではスキップしま
すステップ 7.に進んで下さい。



ステップ 6.リモート WAN IP アドレス /FQDN フィールドでリモートゲートウェイの IP ア
ドレスを入力して下さい。 ステップ 8.にスキップして下さい。
 
ステップ 7.リモート WAN IP アドレス /FQDN フィールドでリモートゲートウェイのドメイ
ン名を入力して下さい。
 
ステップ 8 ローカル ゲートウェイ Type フィールドで、適切なタイプのローカル ゲートウ
ェイ（RV120W）のためのアドレスのための IP addressオプション・ボタンか FQDN Radio
ボタンをクリックして下さい:
 

• ip address — IP アドレスがローカル ゲートウェイを識別するのに使用されます。
 
• FQDN —ドメイン名がリモートゲートウェイを識別するのに使用されています。
 

タイムセーバ: IP アドレスがステップ 8 で選択されたらステップ 9 に、他ではスキップしま
すステップ 10.に進んで下さい。
 
ステップ 9.ローカル WAN IP アドレス /FQDN フィールドでローカル ゲートウェイの IP ア
ドレスを入力して下さい。 ステップ 11.にスキップして下さい。
 
ステップ 10.ローカル WAN IP アドレス /FQDN フィールドでローカル ゲートウェイのドメ
イン名を入力して下さい。
 
注: ステップ 2.で『Gateway』 を選択 した場合その時だけステップ 11 および 12 は適当で
す。
 
ステップ 11.リモートLAN （ローカルネットワーク） IP address フィールドでリモート
LAN のリモートIPアドレスを入力して下さい。
 
ステップ 12： リモートLAN （ローカルネットワーク）サブネット マスク フィールドでリ
モートLAN のリモート サブネット マスクを入力して下さい。
 
ステップ 13： ローカルLAN （ローカルネットワーク） IP address フィールドでローカル
LAN のローカルIPアドレスを入力して下さい。
 
注: リモートマシンのローカルIP およびローカルLAN のローカルIP は異なるサブネットに
あるはずです。
 
ステップ 14： ローカルLAN （ローカルネットワーク）サブネット マスク フィールドでロ
ーカルLAN のローカル サブネット マスクを入力して下さい。
 
ステップ 15： 設定を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
 
注: VPN の基本的な設定を検討するためにデフォルト設定をトンネル伝送して下さい、『
View』 をクリック して下さい。
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