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《この取扱説明書の構成》

1 設定の準備
Webブラウザやコマンドを使って本装置を設定するまでの準備について説明しています。

2 設定する
本装置の設定方法と設定例を説明しています。

3 オペレーション
PPPoEの接続/切断手順やVPN制御について説明しています。

4 インフォメーション
本装置の運用やメンテナンスに必要な情報の閲覧方法を説明しています。

5 ご参考に
エラーメッセージ、回線ログの一覧や、故障かな？と思ったときの確認方法などをご参考として説明しています。

章タイトル
章ごとにタイトルが付けられています。

タイトル
目的ごとにタイトルが付けられています。

《取扱説明書のページの構成》

知っておくと便利な事項、操作へのアドバイスなどの補足説明です。

ワンポイント

この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、本装置の本来の性能を発揮できなかったり、機能停止を
招く内容を示します。

お願い

この表示は、本装置を取り扱ううえでの注意事項を示します。

お知らせ
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Contains SSH IPSEC technology (pat,pending)
SSH is a registered trademark of SSH Communications Security Ltd
(http://www.ssh.fi)

著作権及び商標について

●Windows は、米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
●Windows 98の正式名称はMicrosoft windows 98 operating systemです。
●Windows Meは、Microsoft Windows Millennium Edition operating systemの略です。
●Windows 2000は、Microsoft Windows 2000 operating systemの略です。
●Windows XPは、Microsoft Windows XP operating systemの略です。
●Microsoft Internet Explorerは、米国Microsoft Corporationの製品です。
●画面の使用に際して米国Microsoft Corporationの許諾を得ています。
●Macintoshは米国アップルコンピュータ社の商標です。
●Mac OSは米国アップルコンピュータ社の登録商標です。
●その他、本文中での記載の製品名や品名は各社の商標または登録商標です。
●本書に、他社製品の記載がある場合、これは参考を目的にしたものであり、記載製品の使用を強制す
るものではありません。

●本文中では、TMおよび マークは記載していません。R
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StackerはStac Electronics社の登録商標です。
LZSはStac Electronics社の商標です。
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1-6

VPN機能

インターネットのようなオープンなネットワーク
を、専用線のように利用できます。

パソコン� パソコン�

FITELnet-F40

FITELnet-F40

VPNVPN

本社�

CATV網�ADSL網�

インターネット�

Webブラウザ設定

Microsoft Internet Explorer や Netscape
Navigator などの Webブラウザを使った簡単設
定ですから、初めてルータを使う方でも、ルータ
を使いこなしている方でも、簡単に素早く目的の
機能を使いこなせます。

簡易ファイアウォール機能

不正なアクセスをシャットアウトできます。

PPPoE機能

PPPoEをサポート、NTTのフレッツADSLでも使
用できます。

パソコン�

FITELnet-F40

ADSL

不正アクセス� 不正アクセス�

インターネット�

パソコン�

FITELnet-F40

インターネット�

NTTフレッツADSL PPPoE
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BGP4

IP-VPN網とBGP4の送受信を行い、IP-VPN網を
含めたダイナミックルーティングを行うことがで
きます。

FITELnet-F40

IP-VPN網�

BGP4

仮拠点�仮拠点�

冗長機能

接続しているADSL/CATVインターネットや、IP-
VPN網に障害が発生したり、FITELnet-F40自身
が動作できない（コンセントが抜けてしまった等）
状態になった場合に、同じLANに接続している
FITELnet-E30を使用して、運用することができ
ます。

PPPoE 4セッション

PPPoEを同時に4セッションまで接続することが
できます。4箇所のプロバイダと契約し、メールは
このプロバイダ、Webは別のプロバイダのような
運用ができます。

FITELnet-E30

支店側LAN本社側LAN

ISDN回線�

FITELnet-F40

IP-VPN網�

PKI（公開鍵基盤）－X.509

電子証明書を利用した、公開鍵基盤に基づいた
VPN通信を行うことができます。
※PKI機能はオプションです。

FITELnet-F40

公開鍵暗号化方式�

インターネット�

FITELnet-F40

パソコン�

FITELnet-F40

インターネット�

地域IP網�

ISPISP
ISP ISP
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