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はじめに 

本書では、管理用 GUIからテキストファイルを読み込んで装置の設定を行なう「一括設定」機能に

ついて解説します。 

このマニュアルは、FNX0660システムバージョン V1.1.0以降について説明したものです。それ以前

のシステムバージョンでは一括設定機能はご使用になれません。 

 

１．一括設定機能とは？ 

 一括設定機能とは、FNX0660の各種設定を記述したテキストファイルをあらかじめ用意しておき、そ

れを GUI画面から読み込ませることで、装置内の全ての設定項目について一度に値を設定することの

できる機能です。 

 これにより、GUIにより１項目ごと設定を変えていく方法に加え、全てのコンフィグ項目を一度に変

える事が可能になり、設置時の設定作業が短時間で可能になります。 

 また、全設定記録でPC上に保存した設定ファイルをそのまま読み込むことができますので、あらか

じめ保存しておいた設定ファイルを使い、全く同じ設定を別の装置に移植することができます。 

 また、設定ファイルはテキストフォーマットなので、簡単にカスタマイズができます。装置ごとに

設定が異なる項目(例えば自拠点ID、PPPoEのユーザID等)だけをテキストエディタで編集し(*1)、一

括設定機能で装置に設定することで、複数の機器の初期設定を簡単に行なうことができます。 

 

  *1 設定項目の内、Webへログインするためのパスワードについては暗号化されているため編集でき

ません。詳しくは5項コンフィグ項目のpassword、password_2の項を参照してください。 
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２．一括設定機能の使い方 

2.1.設定ファイルの作成方法 

一括設定で読み込ませるファイルは全設定記録で保存されるファイルと同一形式になっています。

初めに実際の装置を用い、GUI設定画面から「管理者設定」－「全設定記録」を行い、設定ファイル

をPC上に保存します。このファイルを一括設定用の設定ファイルの雛形としてご使用いただくこと

ができます。 

 

  設定ファイルの作成手順 

 

上記の手順で作成した設定ファイルは、テキスト形式になっていますので、メモ帳などテキストエ

ディタを使って内容を確認したり、編集したりすることができます。 

設定ファイルを編集する場合は、本マニュアルをよく読み、内容を充分ご理解いただいた上で変更

してください。 

 

また一括設定で読み込みできるファイル名には以下の制限があります。 

下記条件以外のファイル名に変更しますと、読み込み時にエラーとなりますのでご注意ください。 

・ 設定ファイル名の先頭は、config_all でなければなりません。 

・ 設定ファイルの拡張子は .dat または .txt でなければなりません。 

例)  config_all_Flebo-No01.dat 

また設定ファイルの漢字コードはShift-JISフォーマットでなければなりません。 

全設定記録で保存したファイルは、このShift-JISフォーマットになっています。これ以外のフォ

ーマットを使用した場合、拠点名称等で漢字等が使われている場合に、正しく読み込みができません

のでご注意ください。 

 

 

①管理者設定 

②全設定記録 

③ファイルへ保存 
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2.2.一括設定の手順 

  一括設定は以下の手順で行ないます。 

①設定ファイルの読込み 

GUI画面の「管理者設定」－「一括設定」を選択し、一括設定ページを開きます。 

以下のようなページが表示されます。 

ここで[参照]ボタンを押し、PC上に保存してある設定ファイルのファイル名を指定し、つづいて[ファ

イル読込]ボタンでファイルを読み込みます。 

 

以下のように読み込んだファイルの内容が表示されます。 

読み込んだファイルの内容が表示されますので、指定したファイルに間違いないことを確認してく

ださい。 

 

②設定ファイルの正常性チェック 

[ファイルチェック]ボタンを押すと、設定値が範囲内かどうかなど、読み込んだファイルの正常性

を装置がチェックします。 
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③ファイルチェック結果の表示と装置への反映 

(1)ファイルチェック正常終了の場合 

読み込んだファイルに問題が無く、ファイルチェックが正常終了すると、以下のような画面が表示

されます。 

 

ここで[装置へ設定]ボタンを押すと、読み込んだ設定を装置に反映させます。 

[キャンセル]ボタンを押すと、今までの一括設定の作業が取り消され、ファイル選択画面へ戻りま

す。 

（注意）[装置へ設定]ボタンを押すと、装置は自動的に再起動します。 

    再起動が終了するまで、電源を抜かないで下さい。 

またファイルチェックが完了した状態で、[キャンセル]または[装置へ設定]ボタンを押

さなかった場合、SNMPや一括設定以外のGUI画面からの各種設定変更ができません。 

必ず[キャンセル]または[装置へ設定]ボタンを押し、一括設定作業を中止または完了し

てください。 

 

(2)ファイルチェックでエラーを検出した場合 

ファイルチェック時に、設定ファイルに何らかの誤りを検知すると、以下のようなエラー内容を表

示します。 

 

設定ファイルを見直し、誤りを正してからもう一度読み込み、[ファイルチェック]を行なって下さ

い。 

エラー内容の詳細については４項、各コンフィグ項目の意味や設定値の範囲など詳細は５項を参照

してください。 
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３．設定ファイルの構造 

ここでは設定ファイルの基本的な構造について説明します。 

設定ファイルを編集してお使いになる場合は、本項を良く読んで内容を理解した上で行なって下さい。 

全設定記録で保存したファイルをメモ帳などのテキストエディタで開いてください。 

以下のような内容が表示されます。 

 

   全設定記録で保存した設定ファイルの例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全設定記録で保存したファイルの先頭には、Fleboシリーズのどの機種の設定ファイルかを示す、機

種コードが記録されています。一括設定時にはこの機種コードが本体の機種と一致していなければな

りません。機種コードには以下の種類があります。 

  $FNX0660  ････ FNX0660  Fleboオフィス (本機種) 

  $FNX0610  ････ FNX0610  Flebo 

  $FNX0620  ････ FNX0620  Fleboひかり 

2行目から11行目までは、全設定記録を行なった装置に関する情報が記録されたヘッダー部です。 

ヘッダー部は # で始まるコメント行で、一括設定時には意味を持たず、装置に反映されることはあ

りません。 

ヘッダー部の下の「OFFICE_WAN_TYPE=」以下の行が、実際に設定情報を記録したコンフィグ部になっ

ています。コンフィグ部は以下のような書式になっています。 

コンフィグ部は以下のような書式になっています。 

 

コンフィグ項目='設定値' 
 

左辺の「コンフィグ項目」と右辺の「設定値」とを＝(イコール)で結ぶ形式です。 

「設定値」の前後は ' (シングルコーテーション)で括られていなければなりません。 

ヘッダー部 
･全設定記録を行なった装置

に関する情報です。 
･コメント行なので、復元時に

は意味を持ちません。 

コンフィグ部 
・設定値を指定します。 

機種コード 
・全設定記録をした機種を示し

ます。 
・一括設定する対象機種と一致

している必要があります 
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(1)コンフィグ項目 

  Fleboの各種設定項目を識別するための、あらかじめ決められた文字列です。 

  半角の、アルファベット(*1)・数字および _ (アンダースコア)で構成されています。 

  アルファベットはpassword、password_2以外は全て大文字を用いています。 

 

  後述するコメント行以外の各行の先頭は、コンフィグ項目で始まります。 

行の先頭がコンフィグ項目で無い場合、エラーと判断し、一括設定ができません。 

コンフィグ項目は装置によりあらかじめ決められており、変更することはできません。 

  それぞれのコンフィグ項目の意味については、5項を参照してください。 

   

全設定記録で保存したファイルには、装置が必要とする全てのコンフィグ項目が含まれています

が、一括設定時には、設定値を変更する必要のあるコンフィグ項目だけがあれば問題ありません。 

  設定ファイルにコンフィグ項目自体が含まれていない場合は、そのコンフィグ項目は装置内設定

のままで変更されません。 

  

(2)設定値 

  各コンフィグ項目に設定する値を指定します。コンフィグ項目により設定値は数字であったり、

文字列であったりします。 

  設定値はその前後を必ず ' (シングルコーテーション)で括られていなければなりません。 

  また、設定値の中に上記の括りとは別の ' (シングルコーテーション)や " (ダブルコーテーショ

ン)が含まれてはなりません。 

  各設定値の範囲・使用してよい文字の種類などは、5項を参照してください。 

 

(3)コメント行 

  設定ファイル中にはコメントを記述することも可能です。 

  行の先頭が # で始まる場合、その行はコメント行として認識されます。 

  コメント行は # を含めて最大 510バイト（全角文字254文字以下分）までで、それ以上長いコメ

ントを記述する場合は複数行に分けて、それぞれの行の先頭に # を入れてください。 

  逆に、行の先頭に # がない行は全てコンフィグ項目として解釈されるため、コンフィグ項目と一

致しない文字列などが入っている場合は、読み込み時にエラーとなります。 
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４．一括設定時のエラー出力について 

 一括設定メニューでファイルを読み込み、[ファイルチェック]を行なったとき、設定ファイルに誤

りがあると下記のようなエラー画面が表示されます。 

   

 

エラー内容が表示されている場合はエラーを検知したコンフィグ項目のある行数と、そのエラー種

別を表します。 

以下の表を参照して、エラーごとに適切な対処を行なってください。 

エラーメッセージ エラー内容 対処 

フォーマット誤

り 

コンフィグ行の形式が正しくないことを示します．以下の原

因が考えられますので設定ファイルを確認してください． 

・「コンフィグ項目」と「設定値」の間の＝（イコール）がない 

・「設定値」の前後が ' シングルコーテーションで括られて

いない． 

・上記とは別の ' (シングルコーテーション)や " (ダブルコー

テーション)が含まれている 

・「コンフィグ項目」以外の文字列が記述されている 

上記のような誤りがないか、設定ファイルを確認してくださ

い． 

コンフィグ項目

重複 

同じコンフィグ項目が複数書かれていることを示します．２箇

所に同じコンフィグ項目があった場合、例え設定値が同じで

あってもエラーになります．エラーで指定された行を確認し、

同じコンフィグ項目が他に含まれていないか確認し、１つだ

けになるよう設定ファイルを修正してください 

コンフィグ項目

値誤り 

コンフィグ項目に対する設定値に誤りがあります．例えば、 

・設定値の取り得る範囲を超えている． 

・数字で設定する項目に数字以外の文字が入っている 

・文字列の長さ制限に違反している 

・使ってはいけない文字を使っている 

上記のような設定値を指定していないか確認してください． 

一括設定ファイルのチェックに失

敗しました 

(コンフィグチェックエラー)． 

コンフィグ整合

性誤り（コンフィ

グ項目間の整

合誤り） 

コンフィグ項目間の整合性に矛盾があることを示します．以

下の原因が考えられます．例えば機能を無効に設定したコ

ンフィグ項目に対するパラメータが設定されていた場合にエ

ラーと判断します．コンフィグ項目間で矛盾の無い設定に変

更してください． 

エラーメッセージ 

エラー内容 
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エラーメッセージ エラー内容 対処 

一括設定ファイルのチェックに失

敗しました(アクセスエラー)． 
表示なし 

設定ファイルの読み込みでエラーが発生したことを示しま

す．ファイル選択に戻って、もう一度読み込みを行なってくだ

さい． 

一括設定ファイルのチェックに失

敗しました 

(VLANTAG_MAP_ENABLE の 

値が間違っています)． 

表示なし 

VLANTAG_MAP_ENABLEの設定値が'1'(マッピング)／'0'(透

過)以外に設定されていた場合に表示されます． 

VLANTAG_MAP_ENABLEの値は、'1'または'0'に設定してく

ださい． 

一括設定ファイルのチェックに失

敗しました 

(MAPMETHOD_VPNSEPARATE  

の値が間違っています)． 

表示なし 

MAPMETHOD_VPNSEPARATEの設定値が'1'(個別にマップ

する)／'0'(全ての拠点を同一マッピングにする)以外に設定

されていた場合に表示されます． 

MAPMETHOD_VPNSEPARATEの値は、'1'または'0'に設定

してください． 

一括設定ファイルで機種の識別

が出来ません． 
表示なし 

設定ファイルの先頭に機種名が記録されていない場合に表

示されます．設定ファイルの先頭には必ず 

$FNX0660と機種コードを書いてください． 
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５．コンフィグ項目一覧 

ここでは各コンフィグ項目の意味と、設定値について解説します。 

設定ファイルを編集する際は、本項を良く読んで内容を理解してから行なって下さい。 
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OFFICE_WAN_TYPE 

 

払い出しIPアドレスをPPPoEで取得するか、IP1で設定された値を用いるかを指定します． 

設定値は'1'または'5'で指定してください． 

・PPPoEで取得したIPアドレスを用いる  '5' 

・IP1で指定した値を用いる       '1' 

 設定例 '5' 

 初期値 '1' 

【関連GUIメニュー】 必須設定－WANポート設定  

 

IP1 

 

PPPoEオフ(WAN_TYPE='1')で使用する場合に、自拠点に設定する払い出しIPアドレスを指定しま 

す． 

PPPoEオン(WAN_TYPE='5')の場合、本項目は意味を持ちません．PPPoEで接続をした時点で網か 

ら払い出されたIPアドレスに上書きされます． 

「**」が自拠点IDと等しいPPPOE__MEMBER_IPADDRESS**の指定値と同じ値にする必要があります． 

「**」が自拠点IDと等しいPPPOE_MEMBER_ENABLE**も指定する場合は、'0'を指定する必要があ 

ります． 

 設定例 '10.1.1.123' 

 初期値 '' (設定値なし) 

【関連GUIメニュー】 必須設定－WANポート設定 

 

GATEWAY 

 

PPPoEオフ(WAN_TYPE='1')で使用する場合に、網側ルータのIPアドレスを指定します． 

PPPoEオン(WAN_TYPE='5')の場合、この項目は意味を持ちません．PPPoEで接続した時点で網から通知

されたPPPoEサーバ側のIPアドレスに上書きされます． 

 設定例 '10.1.1.1' 

 初期値 '' (設定値なし) 

【関連GUIメニュー】 必須設定－WANポート設定 

 

PPPOE_USERNAME 

 

「フレッツ・グループ」「フレッツ・グループアクセス」に接続するためのユーザIDを指定します． 

OFFICE_WAN_TYPEが'1'の場合、本項目は''(設定値なし)にしてください。 

・ユーザIDは、契約書類を参照してください．  

 ユーザIDは契約書類に記載のユーザID@グループIDになります． 

・ユーザIDに2個以上の 「 @ 」の使用、および以下の文字の使用はできません． 

    # , \ , $ , ' (シングルコーテーション), " (ダブルコーテーション), 半角スペース 

・その他の文字についてはネットワークサービスの制限を確認してください． 

 設定例： 'user01@abcd.efgh' 

 初期値： '' （設定値なし） 

【関連GUIメニュー】 必須設定－PPPoE設定 

 

PPPOE_PASSWORD 

 

「フレッツ・グループ」「フレッツ・グループアクセス」に接続するためのパスワードを指定します 

OFFICE_WAN_TYPEが'1'の場合、本項目は''(設定値なし)にしてください。 

・パスワードは、契約書類を参照してください． 

・パスワードに、以下の文字は使用できません． 

    # , \ , $ , @ , ' (シングルコーテーション), " (ダブルコーテーション), 半角スペース 

・その他の文字についてはネットワークサービスの制限を確認してください． 

 設定例： 'user01' 

 初期値： '' （設定値なし） 

【関連GUIメニュー】 必須設定－PPPoE設定 

 

mailto:user01@abcd.efgh
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PPPOE_OWN_MEMBERID 

 

自拠点の拠点IDを指定します． 

01～30の範囲で数字で指定してください． 

 設定例： '20' 

 初期値： '01' 

【関連GUIメニュー】 必須設定－拠点設定 

 

PPPOE_MEMBER_ALIAS** 

 

拠点ID**の拠点名称を指定します． 

コンフィグ項目の**には、01～30までの2桁の数字が入り接続先の拠点番号を表しています．本設定項

目は合計で30個あります． 

拠点名称は相手拠点の識別を容易にするために使用するもので、未設定でも動作に影響はありません． 

本 項 目 は PPPOE_MEMBER_IPADDRESS**と 対 に な る 設 定 項 目 で 、 本 項 目 を 設 定 し て も

PPPOE_MEMBER_IPADDRESS**にIPアドレスが指定されていない場合、「コンフィグ不整合」のエラーにな

ります． 

設定値は全角8文字、半角16文字以内で指定してください． 

 禁止文字 ' (シングルコーテーション) " (ダブルコーテーション) 

 設定例： '大阪' 

 初期値： '' （設定値なし） 

【関連GUIメニュー】 管理者設定－VPN詳細設定 

 

PPPOE_MEMBER_IPADDRESS** 

 

拠点ID**の払い出しIPアドレスを指定します． 

コンフィグ項目の**には、01～30までの2桁の数字が入り接続先の拠点番号を表しています．本設定項

目は合計で30個あります． 

接続しない拠点については、本項目は'' （設定値なし)にしてください．本項目に IPアドレスが設定

されている場合、その対向拠点はVPN監視対象になります． 

本項目はPPPOE_MEMBER_ALIAS**と対になる設定項目ですが、本項目のみ設定してPPPOE_MEMBER_ALIAS**

に拠点名称が設定されていない場合でも設定は有効になります． 

「**」が自拠点IDと等しいものは、IP1と同じアドレスが記述されている必要があります． 

IPアドレスの指定がない場合（''（設定なし）や'0.0.0.0'等）には、「**」が等しい

「PPPOE_MEMBER_ENABLE**」のコンフィグ項目を'0'にする必要があります． 

 設定例： '10.1.2.3' 

 初期値： '' （設定値なし） 

【関連GUIメニュー】 管理者設定－VPN詳細設定 

 

RMT_CFG**_ACCEPT 

 

拠点ID**からの設定変更を許可するかどうかを示します． 

コンフィグ項目の**には、01～30までの2桁の数字が入り接続先の拠点番号を表しています．本設定項

目は合計で30個あります． 

設定値は'0'または'1'で指定してください． 

・設定変更を許可する場合は'1' 

・設定変更を許可しない場合は'0'を設定します． 

センタ拠点のように他の拠点から設定を変更されたくない拠点の場合、本設定を'0'(不許可)にしてく

ださい． 

 設定例： '0' 

 初期値： '1' 

【関連GUIメニュー】 管理者設定－遠隔設定許可 
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PPPOE_MEMBER_ENABLE** 

 

対向拠点とのVPN監視の警報を発出するか抑止するかを指定します． 

コンフィグ項目の**には、01～30までの2桁の数字が入り接続先の拠点番号を表しています．本設定項

目は合計で30個あります． 

設定値は'0'または'1'で指定してください． 

「**」が自拠点IDと等しいものは設定値を'0'で指定してください． 

設定値が'1'の場合、「**」が等しい「PPPOE_MEMBER_IPADDRESS**」の IPアドレスの指定がされている

必要があります． 

・VPN警報を抑止する '1' 

・VPN警報を発出する  '0' 

 設定例： '1'  （VPN警報を抑止する） 

 初期値： '0' 

【関連GUIメニュー】管理者設定－VPN詳細設定 

 

SNMP_SET_ENABLE 

 

SNMPマネージャからのSET要求を受け付けるか否かを設定します． 

・SET要求を受け付ける場合   '1' 

・SET要求を受け付けない場合  '0' 

 設定例： '1'  (要求を受け付ける) 

 初期値： '0' 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_RWCOMMUNITY 

 

SNMPマネージャからの SET要求フレームを受け取るかどうかを判断するためのコミュニティ名を指定

します． 

コミュニティ名は 32バイト以下の半角英数記号を指定して下さい．ただし ' (シングルコーテーショ

ン) " (ダブルコーテーション)はご使用になれません． 

SNMPマネージャ側がSET要求に付与したコミュニティ名が、ここで指定したコミュニティ名と一致した

場合、その SET要求を受けとり処理します．コミュニティ名が一致しない場合は SNMPマネージャに対

しエラーを返し、SET要求は反映されません． 

コミュニティ名はSNMPマネージャ側の設定と一致するように設定してください． 

前記SNMP_SET_ENABLEが'0'の(SET要求を受け取らない)場合、本設定項目は意味を持ちません． 

 設定例： 'rw_password' 

 初期値： 'private' 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_GET_ENABLE 

 

SNMPマネージャからのGET要求を受け付けるか否かを設定します． 

・GET要求を受け付ける場合    '1' 

・GET要求を受け付けない場合   '0' 

 設定例： '1'  (要求を受け付ける) 

 初期値： '0' 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 
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SNMP_ROCOMMUNITY 

 

SNMPマネージャからの GET要求フレームを受け取るかどうかを判断するためのコミュニティ名を指定

します． 

コミュニティ名は 32バイト以下の半角英数記号を指定して下さい．ただし ' (シングルコーテーショ

ン) " (ダブルコーテーション)はご使用になれません． 

SNMPマネージャ側がGET要求に付与したコミュニティ名が、ここで指定したコミュニティ名と一致した

場合、その GET要求を受けとり処理します．コミュニティ名が一致しない場合は SNMPマネージャに対

しエラーを返し、GET要求は処理されません． 

コミュニティ名はSNMPマネージャ側の設定と一致するように設定してください． 

前記SNMP_GET_ENABLEが'0'の(GET要求を受け取らない)場合、本設定項目は意味を持ちません． 

 設定例： 'ro_password' 

 初期値： 'public' 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_TRAP*_ENABLE 

 

SNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

SNMPトラップの送信先は２つまで登録できます． 

コンフィグ項目の*には1もしくは2が入り、2つのトラップ送信先を識別します． 

・SNMPトラップを送信を有効にする場合 '1' 

・SNMPトラップを送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

2つのトラップ送信先はそれぞれ独立に有効／無効を設定できます． 

また、トラップの種別ごとにも有効／無効を設定できます． 

【関連項目】 SNMP_TRAP*_IPADDRESS 

本項目を無効で指定する場合は、SNMP_TRAP_IPADDRESSは''(指定値なし)にしてください． 

本項目を有効で指定する場合は、SNMP_TRAP_IPADDRESSに正しいトラップ送信先アドレスが指定されて

いる必要があります． 

 設定例： '1'   (トラップ送信有効) 

 初期値： '0'   (トラップ送信無効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_TRAP*_COMMUNITY 

 

SNMPトラップを送信する際に付与するコミュニティ名を指定します． 

２つのSNMPトラップの送信先に対応し、本項目も２つまで登録できます． 

コンフィグ項目の*には1もしくは2が入り、2つのトラップ送信先を識別します． 

コミュニティ名は 32バイト以下の半角英数記号を指定して下さい．ただし ' (シングルコーテーショ

ン) " (ダブルコーテーション)はご使用になれません． 

また2つのトラップ送信先はそれぞれ独立に有効／無効を設定できます． 

【関連項目】本項目を有効にした場合、SNMP_TRAP_IPADDRESSには正しい送信先のIPアドレスを指定し

て下さい． 

 設定例： 'trap_password' 

 初期値： 'public' 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 
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SNMP_TRAP*_IPADDRESS 

 

SNMPトラップの送信先IPアドレスを指定します． 

SNMPトラップの送信先は２つまで登録できます． 

コンフィグ項目の*には1もしくは2が入り、2つのトラップ送信先を識別します． 

ここで指定されたIPアドレスに対し、トラップが送信されます． 

2つのトラップ送信先はそれぞれ独立に有効／無効を設定できます． 

【関連項目】SNMP_TRAP*_ENABLE 

SNMP_TRAP*_ENABLE項目が無効で指定されている場合は、本項目は''(指定値なし)にしてください． 

SNMP_TRAP*_ENABLE項目が有効で指定されている場合は、本項目のIPアドレスの先頭1バイトが0以外

かつ240未満の正しい送信先IPアドレスを指定する必要があります． 

 設定例： '172.16.200.10' 

 初期値： ''   (設定値なし) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_SYSCONTACT 

 

RFC1213(MIB-II)で定義されるMIB項目のうち、systemグループのsysContactの値を指定します． 

本設定項目は255バイト以下の半角英数記号を指定して下さい．ただし ' (シングルコーテーション) " 

(ダブルコーテーション)はご使用になれません． 

 設定例： 'admin' 

 初期値： 'root@'  

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_SYSNAME 

 

RFC1213(MIB-II)で定義されるMIB項目のうち、systemグループのsysNameの値を指定します． 

本設定項目は255バイト以下の半角英数記号を指定して下さい．ただし ' (シングルコーテーション) " 

(ダブルコーテーション)はご使用になれません． 

 設定例： 'Office_No1' 

 初期値： 'Flebo_Office' 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_SYSLOCATION 

 

RFC1213(MIB-II)で定義されるMIB項目のうち、systemグループのsysLocationの値を指定します． 

本設定項目は255バイト以下の半角英数記号を指定して下さい．ただし ' (シングルコーテーション) " 

(ダブルコーテーション)はご使用になれません． 

 設定例： '5F-WEST' 

 初期値： 'unknown' 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_COLDSTART_ENABLE 

 

SNMPのColdStartトラップを送信するか否かを指定します． 

・ColdStartトラップの送信を有効にする場合 '1' 

・ColdStartトラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 
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SNMP_WARMSTART_ENABLE 

 

SNMPのWarmStartトラップを送信するか否かを指定します． 

・WarmStartトラップの送信を有効にする場合 '1' 

・WarmStartトラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_LINKUP_WAN_ENABLE 

 

WANポートのリンクアップを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効)の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_LINKUP_LAN_ENABLE 

 

LAN1～4ポートのリンクアップを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_LINKUP_ADMIN_ENABLE 

 

管理ポートのリンクアップを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_LINKDOWN_WAN_ENABLE 

 

WANポートのリンクダウンを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 
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SNMP_LINKDOWN_LAN_ENABLE 

 

LAN1から4ポートのリンクダウンを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効)の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_PPPOEESTABLISH_ENABLE 

 

PPPoEセッションの確立を通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_PPPOEFAIL_ENABLE 

 

PPPoEセッションダウンを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_EQUIPMENTFAIL_ENABLE 
装置故障を検出したことを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラッ

プ送信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_VPNESTABLISH_ENABLE 

 

対向拠点とのVPN確立を通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 
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SNMP_VPNFAIL_ENABLE 

 

対向拠点とのVPN障害発生を通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_REMOTE_LINKUP_LAN_ENABLE 

 

対向装置のLANポートリンクアップを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_REMOTE_LINKUP_ADMIN_ENABLE 

 

対向装置の管理ポートリンクアップを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_REMOTE_LINKDOWN_LAN_ENABLE 

 

対向装置のLANポートリンクダウンを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

SNMP_REMOTE_LINKDOWN_ADMIN_ENABLE 

 

対向装置の管理ポートリンクダウンを通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 
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SNMP_REMOTE_EQUIPMENTFAIL_ENABLE 

 

対向装置の装置故障を通知するSNMPトラップを送信するか否かを指定します． 

・トラップの送信を有効にする場合 '1' 

・トラップの送信を無効にする場合 '0' を指定します． 

【関連項目】SNMP_TRAP1_ENABLEもしくはSNMP_TRAP2_ENABLEの少なくともどちらかが'1'（トラップ送

信有効）の場合のみ本項目も有効になります． 

 設定例： '0'  (トラップ送信無効) 

 初期値： '1'  (トラップ送信有効) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－SNMP設定 

 

WAN_MODE 

 

WANポートの通信モードを指定します． 

設定値は0～4の半角数字で指定します． 

・自動(Auto-Negotiation)  '0' 

・100M - 全二重      '1' 

・100M - 半二重      '2' 

・10M  - 全二重      '3' 

・10M  - 半二重      '4' 

 設定例：         '1'  (100M全二重固定) 

 初期値：         '0'  (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

LAN1_MODE 

 

LAN1ポートの通信モードを指定します． 

設定値は0～4の半角数字で指定します． 

・自動(Auto-Negotiation)  '0' 

・100M - 全二重      '1' 

・100M - 半二重      '2' 

・10M  - 全二重      '3' 

・10M  - 半二重      '4' 

 設定例：         '1'  (100M全二重固定) 

 初期値：         '0'  (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

LAN2_MODE 

 

LAN2ポートの通信モードを指定します． 

設定値は0～4の半角数字で指定します． 

・自動(Auto-Negotiation)  '0' 

・100M - 全二重      '1' 

・100M - 半二重      '2' 

・10M  - 全二重      '3' 

・10M  - 半二重      '4' 

 設定例：         '1'  (100M全二重固定) 

 初期値：         '0'  (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 
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LAN3_MODE 

 

LAN3ポートの通信モードを指定します． 

設定値は0～4の半角数字で指定します． 

・自動(Auto-Negotiation)  '0' 

・100M - 全二重      '1' 

・100M - 半二重      '2' 

・10M  - 全二重      '3' 

・10M  - 半二重      '4' 

 設定例：         '1'  (100M全二重固定) 

 初期値：         '0'  (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

LAN4_MODE 

 

LAN4ポートの通信モードを指定します． 

設定値は0～4の半角数字で指定します． 

・自動(Auto-Negotiation)  '0' 

・100M - 全二重      '1' 

・100M - 半二重      '2' 

・10M  - 全二重      '3' 

・10M  - 半二重      '4' 

 設定例：         '1'  (100M全二重固定) 

 初期値：         '0'  (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

ADMIN_MODE 

 

管理ポートの通信モードを指定します． 

設定値は0～4の半角数字で指定します． 

・自動(Auto-Negotiation)  '0' 

・100M - 全二重      '1' 

・100M - 半二重      '2' 

・10M  - 全二重      '3' 

・10M  - 半二重      '4' 

 設定例：         '1'  (100M全二重固定) 

 初期値：         '0'  (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

WAN_MDI 

 

WANポートのコネクタピンアサインを指定します． 

設定値は'0'または'1'(半角数字)で指定します． 

・自動(Auto-MDIX)     '0' 

・ストレート(MDI)固定 '1' (HUBとストレートケーブルで接続できます) 

 設定例：      '1' (MDI固定) 

 初期値：      '0' (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

LAN1_MDI 

 

LANポート1のコネクタピンアサインを指定します． 

設定値は'0'または'1'(半角数字)で指定します． 

・自動(Auto-MDIX)   '0' 

・クロス(MDIX)固定   '1' (PCとストレートケーブルで接続できます) 

 設定例：      '1' (MDIX固定) 

 初期値：      '0' (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 
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LAN2_MDI 

 

LANポート2のコネクタピンアサインを指定します． 

設定値は'0'または'1'(半角数字)で指定します． 

・自動(Auto-MDIX)   '0' 

・クロス(MDIX)固定  '1' (PCとストレートケーブルで接続できます) 

 設定例：      '1' (MDIX固定) 

 初期値：      '0' (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

LAN3_MDI 

 

LANポート3のコネクタピンアサインを指定します． 

設定値は'0'または'1'(半角数字)で指定します． 

・自動(Auto-MDIX)   '0' 

・クロス(MDIX)固定  '1' (PCとストレートケーブルで接続できます) 

 設定例：      '1' (MDIX固定) 

 初期値：      '0' (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

LAN4_MDI 

 

LANポート4のコネクタピンアサインを指定します． 

設定値は'0'または'1'(半角数字)で指定します． 

・自動(Auto-MDIX)   '0' 

・クロス(MDIX)固定  '1' (PCとストレートケーブルで接続できます) 

 設定例：      '1' (MDIX固定) 

 初期値：      '0' (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

ADMIN_MDI 

 

管理ポートのコネクタピンアサインを指定します． 

設定値は'0'または'1'(半角数字)で指定します． 

・自動(Auto-MDIX)   '0' 

・クロス(MDIX)固定  '1' (PCとストレートケーブルで接続できます) 

 設定例：      '1' (MDIX固定) 

 初期値：      '0' (自動) 

【関連GUIメニュー】オプション設定－イーサポート設定 

 

OWN_VPN_ID 

 

VPNを識別すためのVPN-IDを指定します． 

VPN-IDを設定することで、VPN内をセグメント分けすることができます． 

通常は初期値で使用します． 

設定値は半角数字で指定してください． 

範囲は 0～65535の範囲で指定してください． 

 設定例： '100' 

 初期値： '0' 

【関連GUIメニュー】管理者設定－VPN-ID/VLAN設定 
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PRI_UNTAG 

 

VLANタグが付与されていないフレームについて、LAN→WAN転送時に優先処理するか非優先とするかを

指定します． 

本体背面の「優先切り替えスイッチ」を ON にしている場合、ポート優先機能が有効になり、本設定で

指定したVLANタグによる優先制御は無効になります． 

'0'または'1'で指定してください． 

・優先    '1' 

・非優先   '0' 

 設定例：  '1' (優先） 

 初期値：  '0' (非優先) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－優先制御設定 

 

PRI_BACKGROUND 

 

VLANタグ内のuser_priorityが"1"であるフレームに対し、LAN→WAN転送時に優先処理するか非優先と

するかを指定します． 

本体背面の「優先切り替えスイッチ」を ON にしている場合、ポート優先機能が有効になり、本設定で

指定したVLANタグによる優先制御は無効になります． 

'0'または'1'で指定してください． 

・優先    '1' 

・非優先   '0' 

 設定例：  '1' (優先) 

 初期値：  '0' (非優先) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－優先制御設定 

 

PRI_SPARE 

 

VLANタグ内のuser_priorityが"2"であるフレームに対し、LAN→WAN転送時に優先処理するか非優先と

するかを指定します． 

本体背面の「優先切り替えスイッチ」を ON にしている場合、ポート優先機能が有効になり、本設定で

指定したVLANタグによる優先制御は無効になります． 

'0'または'1'で指定してください． 

・優先    '1' 

・非優先   '0' 

 設定例：  '1' (優先) 

 初期値：  '0' (非優先) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－優先制御設定 

 

PRI_BESTEFFORT 

 

VLANタグ内のuser_priorityが"0"であるフレームに対し、LAN→WAN転送時に優先処理するか非優先と

するかを指定します． 

本体背面の「優先切り替えスイッチ」を ON にしている場合、ポート優先機能が有効になり、本設定で

指定したVLANタグによる優先制御は無効になります． 

'0'または'1'で指定してください． 

・優先    '1' 

・非優先   '0' 

 設定例：  '1' (優先) 

 初期値：  '0' (非優先) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－優先制御設定 
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PRI_EXCELLENTEFFORT 

 

VLANタグ内のuser_priorityが"3"であるフレームに対し、LAN→WAN転送時に優先処理するか非優先と

するかを指定します． 

本体背面の「優先切り替えスイッチ」を ON にしている場合、ポート優先機能が有効になり、本設定で

指定したVLANタグによる優先制御は無効になります． 

'0'または'1'で指定してください． 

・優先    '1' 

・非優先   '0' 

 設定例：  '1' (優先) 

 初期値：  '0' (非優先) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－優先制御設定 

 

PRI_CONTROLLEDLOAD 

 

VLANタグ内のuser_priorityが"4"であるフレームに対し、LAN→WAN転送時に優先処理するか非優先と

するかを指定します． 

本体背面の「優先切り替えスイッチ」を ON にしている場合、ポート優先機能が有効になり、本設定で

指定したVLANタグによる優先制御は無効になります． 

'0'または'1'で指定してください． 

・優先    '1' 

・非優先   '0' 

 設定例：  '0' (非優先) 

 初期値：  '1' (優先) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－優先制御設定 

 

PRI_VIDEO 

 

VLANタグ内のuser_priorityが"5"であるフレームに対し、LAN→WAN転送時に優先処理するか非優先と

するかを指定します． 

本体背面の「優先切り替えスイッチ」を ON にしている場合、ポート優先機能が有効になり、本設定で

指定したVLANタグによる優先制御は無効になります． 

'0'または'1'で指定してください． 

・優先    '1' 

・非優先   '0' 

 設定例：  '0' (非優先) 

 初期値：  '1' (優先) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－優先制御設定 

 

PRI_VOICE 
VLANタグ内のuser_priorityが"6"であるフレームに対し、LAN→WAN転送時に優先処理するか非優

先とするかを指定します． 

本体背面の「優先切り替えスイッチ」を ON にしている場合、ポート優先機能が有効になり、本設

定で指定したVLANタグによる優先制御は無効になります． 

'0'または'1'で指定してください． 

・優先    '1' 

・非優先   '0' 

 設定例：  '0' (非優先) 

 初期値：  '1' (優先) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－優先制御設定 
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PRI_NETWORKCONTROL 

 

VLANタグ内のuser_priorityが"7"であるフレームに対し、LAN→WAN転送時に優先処理するか非優先と

するかを指定します． 

本体背面の「優先切り替えスイッチ」を ON にしている場合、ポート優先機能が有効になり、本設定で

指定したVLANタグによる優先制御は無効になります． 

'0'または'1'で指定してください． 

・優先    '1' 

・非優先   '0' 

 設定例：  '0' (非優先) 

 初期値：  '1' (優先) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－優先制御設定 

 

WAN_BANDWIDTH 

 

LAN→WAN転送時の帯域制御の値を指定します 

ADSLなどWAN回線の帯域が狭いときに設定すると、優先制御機能が効果的に動作します． 

設定値は半角の数字で指定してください． 

指定できる値は以下の通りです．これ以外の値は設定はできません． 

 0.3, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100  (Mb/s) 

 設定例： '10' (10Mb/s) 

 初期値： '100' 

【関連GUIメニュー】管理者設定－帯域制御 

 

KEEP_ALIVE_TIME 

 

VPNを構成しているFlebo間でVPN状態を監視する間隔を指定します． 

WAN側の帯域が狭く、VPNランプが頻繁に点灯・点滅する場合は監視間隔を大きくすると有効な場合が

あります． 

設定値は半角の数字で指定してください． 

指定できる値は以下の3通りです．これ以外の値は設定はできません． 

 2, 4, 8   (秒) 

 設定例： '8' (8秒) 

 初期値： '2' 

【関連GUIメニュー】管理者設定－VPN監視設定 

 

SELECT_MTU 

 

WANポートのMTUサイズを指定します． 

通常は初期値でご使用ください． 

設定値の指定は以下の３種類から選択してください．これ以外の値は設定はできません． 

  MTU1, MTU2, MTU3 

それぞれの設定値とWAN側へ送信するIPデータグラムのサイズは以下の通りです 

    MTU1 ---  1188Byte 

    MTU2 ---  1364Byte 

    MTU3 ---  1454Byte 

 設定例： 'MTU1' （1188Byte） 

 初期値： 'MTU2' （システムバージョンV1.1.0の場合、初期値は'MTU3'になります） 

【関連GUIメニュー】管理者設定－MTU設定 

 



一括設定リファレンスマニュアル (FNX0660編) 

株式会社フジクラ 

26/29 

LOOP_DETECT_ENABLE 

 

ループ検出機能の有効・無効を指定します． 

Fleboでは入力フレームの送信元MACアドレスを監視してループを検出・遮断します． 

ループ検出機能の初期値は有効になっています． 

特殊なプロトコルなどでこの機能を使用しない場合は"無効"に設定してください． 

 設定値は半角数字で指定してください 

・ループ検出機能を有効にする '1' 

・ループ検出機能を無効にする  '0' 

 設定例： '0'  (ループ検出無効) 

 初期値： '1'  (ループ検出有効) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－ループ検出設定 

 

DMZ_IP 

 

管理ポートのIPアドレスを指定します． 

管理用ネットワークのアドレス体系に合わせ、他と重複しないIPアドレスを設定して下さい． 

 設定例： '172.16.100.100' 

 初期値： '192.168.0.1' 

【関連GUIメニュー】 管理者設定－管理ポートIPアドレス 

 

DMZ_NETMASK 

 

管理ポートのサブネットマスクを指定します 

管理用ネットワークのアドレス体系に合わせ、サブネットマスクを設定して下さい． 

 設定例： '255.255.0.0' 

 初期値： '255.255.255.0' 

【関連GUIメニュー】 管理者設定－管理ポートIPアドレス 

 

DMZ_GATEWAY 

 

管理ポートのデフォルトゲートウェイを指定します． 

デフォルトゲートウェイは管理ポートと同じネットワークアドレスで無ければなりません． 

お使いの管理用ネットワークに実在するルータのIPアドレスを設定して下さい．全てのGUI管 

理用端末、SNMPマネージャおよびトラップ送信先が同じサブネットに属す場合は、本項目は設定 

の必要がありません． 

 設定例： '172.16.100.1' 

 初期値： '0.0.0.0' 

【関連GUIメニュー】 管理者設定－管理ポートIPアドレス 

 

VLANTAG_MAP_ENABLE 

 

VPN-ID値とVLANタグのマッピングに関する設定ができます． 

VLANタグを「マップする」設定にするとWAN側のVPN-IDとLAN側のVLANがマッピングされ， 

VLANタグの付与／フィルタリングをします． 

VLANタグを「透過する」設定にするとVLANタグは透過します． 

VLANTAG_MAP_ENABLEを'0'で指定した場合、MAPMETHOD_VPNSEPARATEも'0'で指定してください． 

VLANタグを透過、またはマップする場合はポート優先スイッチをオフにしてご使用下さい. 

ポート優先スイッチがオンになっているとVLANタグは廃棄されます. 

・マップする '1' 

・透過する  '0' 

 設定例：  '1' （VPN-IDとVLANタグをマップする） 

 初期値：  '0' （VALNタグを透過する） 

【関連GUIメニュー】管理者設定－VPN-ID/VLAN設定 
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MAPMETHOD_VPNSEPARATE 

 

VLANTAG_MAP_ENABLEを'1'(マップする)にした場合のVLANタグとVPN-IDの対応関係を、拠点ごとに変

えるか、全て同じマッピングにするかを指定します． 

設定値は'0'または'1'で指定してください． 

・個別にマップする           '1' 

・全ての拠点を同一マッピングにする  '0' 

個別にマップする場合は、同じVPN内の拠点ごとにVLANタグとVPN-IDの対応関係を独立に設定できま

す． 

全ての拠点を同一マッピングにするを選択した場合は、全ての拠点に対し、同じマッピングを適用しま

す． 

VLANTAG_MAP_ENABLEを'0'で指定した場合、MAPMETHOD_VPNSEPARATEも'0'で指定してください． 

ポート優先スイッチをオフにしてご使用下さい.ポート優先スイッチがオンになっているとVLANタグは

廃棄されVPN-IDにマッピングされません. 

 設定例： '1' (個別にマップする) 

 初期値： '0' (全ての拠点を同一にマップする) 

【関連GUIメニュー】管理者設定－VPN-ID/VLAN設定 

 

PPPOEOFF_VPN_ID** 

 

VLANTAG_MAP_ENABLEを'1'(マップする)にした場合の、拠点ごとのVPN-IDの値を設定します． 

コンフィグ項目の**には、00～30までの2桁の数字が入ります．本設定項目は合計で31個あります． 

設定値は半角数字で指定してください．範囲は10進数で 0～65535の範囲で指定してください． 

MAPMETHOD_VPNSEPARATEが'1'(個別にマップする)の場合は、対向拠点ごとに独立したVPN-IDを設定で

きますし、複数の拠点に同じ VPN-IDを指定することもできます．この場合、対応する VLAN-ID値も同

じ値に設定してください． 

全ての拠点を同一マッピングにするを選択した場合は、この31個のコンフィグ項目全てに同じVPN-ID 

を指定してください． 

VLANTAG_MAP_ENABLE が '1'か つ MAPMETHOD_VPNSEPARATE が '0'に な っ て い る 場 合 に は 、

PPPOEOFF_VPN_ID00の設定値と同じ値にする必要があります． 

VLANTAG_MAP_ENABLEが'1'かつ MAPMETHOD_VPNSEPARATEが'1'になっている場合で、「**」が同一の

PPPOE_MEMBER_IPADDRESS**コンフィグ値が空欄の時は、本項目の設定値は'0'以外指定できません． 

 設定値： '100' 

 初期値： '0' 

【関連GUIメニュー】管理者設定－VPN-ID/VLAN設定 

 

PPPOEOFF_VLAN_ID** 

 

VLANTAG_MAP_ENABLEを'1'(マップする)にした場合の、拠点ごとのVLAN-IDの値を設定します． 

コンフィグ項目の**には、00～30までの2桁の数字が入ります．本設定項目は合計で31個あります． 

設定値は半角数字で指定してください． 

範囲は10進数で1～4094の範囲で指定してください． 

MAPMETHOD_VPNSEPARATEが'1'(個別にマップする)の場合は、対向拠点ごとに独立したVLAN-IDを設定で

きますし、複数の拠点に同じ VLAN-IDを指定することもできます．この場合、対応する VPN-ID値も同

じ値に設定してください． 

全ての拠点を同一マッピングにするを選択した場合は、この31個のコンフィグ項目全てに同じVLAN-ID 

を指定してください． 

VLANTAG_MAP_ENABLE が '1'か つ MAPMETHOD_VPNSEPARATE が '0'に な っ て い る 場 合 に は 、

PPPOEOFF_VLAN_ID00の設定値と同じ値にする必要があります． 

VLANTAG_MAP_ENABLEが'1'かつ MAPMETHOD_VPNSEPARATEが'1'になっている場合で、「**」が同一の

PPPOE_MEMBER_IPADDRESS**コンフィグ値が空欄の時は、本項目の設定値は'1'以外指定できません． 

 設定例： '1024' 

 初期値： '1' 

【関連GUIメニュー】管理者設定－VPN-ID/VLAN設定 
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PPPOEOFF_VLAN_COS** 

 

VLANTAG_MAP_ENABLEを'1'(マップする)にした場合の、拠点ごとのVLANタグ内のUser-Priorityの値を

設定します． 

コンフィグ項目の**には、00～30までの2桁の数字が入り接続先の拠点番号を表しています．本設定項

目は合計で31個あります． 

設定値は半角数字で指定してください． 

範囲は10進数で0～7の範囲で指定してください． 

MAPMETHOD_VPNSEPARATEが'1'(個別にマップする)の場合は、対向拠点ごとに独立したUserPriorityを

設定できますし、複数の拠点に同じUserPriorityを指定することもできます． 

全ての拠点を同一マッピングにするを選択した場合は、この 31個のコンフィグ項目全てに同じ値を設

定してください． 

VLANTAG_MAP_ENABLE が '1'か つ MAPMETHOD_VPNSEPARATE が '0'に な っ て い る 場 合 に は 、

PPPOEOFF_VLAN_COS00の設定値と同じ値にする必要があります． 

VLANTAG_MAP_ENABLEが'1'かつ MAPMETHOD_VPNSEPARATEが'1'になっている場合で、「**」が同一の

PPPOE_MEMBER_IPADDRESS**コンフィグ値が空欄の時は、本項目の設定値は'0'以外指定できません． 

 設定例： '7' 

 初期値： '1' 

【関連GUIメニュー】管理者設定－VPN-ID/VLAN設定 

 

password 

 

一般ユーザ(user)のパスワードを指定する項目です． 

設定値は暗号化されていますので、本項目はエディタ等で編集しないでください． 

エディタ等で編集したパスワードを一括設定した場合、Webへのログインができなくなります． 

誤ってパスワードを変更してしまった場合、装置底面のDIPスイッチにより、パスワードおよび管理ポ

ートのネットワーク設定を初期化できます．詳しくはユーザマニュアルをご確認ください． 

FleboのGUIからパスワードを設定し、全設定記録した時の文字列をそのままご使用いただくか、ある

いは本コンフィグ項目を項目ごと削除してから一括設定をおこなってください．コンフィグ項目を削除

した場合は、パスワードは変更されません． 

【関連GUIメニュー】 管理者設定－パスワード変更 

 

password_2 

 

管理者(admin)のパスワードを指定する項目です． 

設定値は暗号化されていますので、本項目はエディタ等で編集しないでください． 

エディタ等で編集したパスワードを一括設定した場合、Webへのログインができなくなります． 

誤ってパスワードを変更してしまった場合、装置底面のDIPスイッチにより、パスワードおよび管理ポ

ートのネットワーク設定を初期化できます．詳しくはユーザマニュアルをご確認ください． 

FleboのGUIからパスワードを設定し、全設定記録した時の文字列をそのままご使用いただくか、ある

いは本コンフィグ項目を項目ごと削除してから一括設定をおこなってください．コンフィグ項目を削除

した場合は、パスワードは変更されません． 

【関連GUIメニュー】 管理者設定－パスワード変更 
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