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用語解説

用 語 解 説

① ＶＰＮ
フレッツ・ＶＰＮ ワイド契約者によって構成されるプライベー
トグループです。ＣＵＧ（Ｃｌｏｓｅｄ Ｕｓｅｒｓ Ｇｒｏｕ
ｐ）とも呼称します。

② 企業識別子 ＶＰＮの名前です。ＶＰＮへ接続する際に使用します。

③ ＶＰＮ契約者
フレッツ・ＶＰＮ ワイドの契約者のことです。契約者の種別は
ＶＰＮ管理者とＶＰＮ参加者の２種類があります。

④ ＶＰＮ管理者
ＶＰＮの管理を行うＶＰＮ契約者です。カスタマコントロール
を利用して、ＶＰＮの様々な設定を行うことができます。

⑤ ＶＰＮ参加者
ＶＰＮ管理者の承認のもとＶＰＮに参加するＶＰＮ契約者のこ
とで、ＶＰＮ管理者以外のＶＰＮ契約者です。ＶＰＮ管理者よ
り通知された情報によりＶＰＮを利用することができます。

⑥ ユーザーＩＤ
ＶＰＮ契約者が利用するユーザーＩＤです。ＶＰＮに接続する
際、企業識別子と合わせて使用します。

⑦ ＶＰＮ暗証番号
ＶＰＮ参加希望者がＶＰＮ参加者申し込みの際に使用する暗証
番号です。ＶＰＮの開設時にＶＰＮ管理者が設定します。

⑧
カスタマコントロール ＶＰＮ契約者がＶＰＮ内の各種設定を契約者ご自身で行なうこ

とができる機能のことです。

⑨
フレッツ 光ネクスト ＮＴＴ西日本が提供するフレッツ 光ネクスト（ＦＴＴＨアクセ

スサービス）、もしくはＦＴＴＨコラボレーション事業者が提
供する光アクセスサービスのことです。

本マニュアルは、以下の通り用語を統一します。



3

第 １ 章

サービス申込受付ページの概要
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第１章 サービス申込受付ページの概要

サービス申込受付ページ
サービス申込受付
ページ

ＮＧＮ

インターネット

ISP

ご契約のプロバイダより付与
されるID／パスワードで接続

NGN：Next Generation Network
次世代ネットワーク

ISP：Internet Service Provider
インターネットのプロバイダ（事業者名）

フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト

フレッツ 光ネクストを
ご契約のお客さま

図１－１－１ サービス申込受付ページ概要図

サービス申込受付ページとは、フレッツ 光ネクストご契約者向けサービス（フレッツ・ＶＰＮ ワイド）のご
利用状況の確認・変更や、申し込み等を行うことができる、ＮＧＮ内のサーバに設置したフレッツ 光ネクス
ト契約者専用サイトです。

サービス申込受付ページはフレッツ 光ネクスト サービス情報サイトよりアクセスすることが可能です。

１．１．サービス申込受付ページご利用について１．１．サービス申込受付ページご利用について

１．１．１．サービス申込受付ページとは

！！ サービス申込受付ページログイン時に、回線に割当てられた「お客さまＩＤ」及び「アクセスキー」

の入力が必要です（１．２．サービス申込受付ページへのログイン手順７ページを参照）。

フレッツ 光ネクスト以外からはサービス申込受付ページへ接続することはできません。

フレッツ・光プレミアム、フレッツ・ADSL、フレッツ・ISDNをご利用のお客さまの

参加申込・廃止申込については、弊社営業担当者にお問合せください。

フレッツ・ＶＰＮ ワイドとサービス申込受付ページを同時に利用する場合、フレッツ・ＶＰＮ

ワイドの通信に影響がある場合があります。サービス申込受付ページをご利用する際は、

フレッツ・ＶＰＮ ワイドへの接続を一旦切断した上でご利用することをお勧めします。

フレッツ 光ネクスト以外のアクセスサービスではサービス申込受付ページはご利用できません。

！！

！！

！！
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１．１．２．サービス申込受付ページでできること

第１章 サービス申込受付ページの概要

サービス申込受付ページでは、フレッツ 光ネクストご契約者向けサービス（フレッツ・ＶＰＮ ワイド）の
ご利用状況の確認・変更、新規・廃止等、各種申し込み等を行うことができます。

本マニュアルではフレッツ・ＶＰＮ ワイドに関してサービス申込受付ページで行う操作についてご説明しま
す。サービス申込受付ページでは、以下の操作を行うことができます。

サービス申込受付ページで可能な申込種別

◆新規ＶＰＮの開設
プラン10・プラン10プラス・プラン30・プラン30プラスをご利用で、センタ回線接続サービス、東西接続
サービスなどの付加サービス利用が無い場合のみ申込可能です。 新規ＶＰＮの開設をされた方は、
そのＶＰＮの「ＶＰＮ管理者」となります。
「ＶＰＮ管理者」はフレッツ 光ネクストのみ契約可能です。
また、サービス申込受付ページから新規VPNの開設をした場合の請求方法は 「個別請求」となります。

◆開通済みＶＰＮの参加
ＶＰＮ管理者が開設したＶＰＮへ参加します。ＶＰＮ管理者より登録に必要な情報を通知
された上で申し込みを行います。
開通済みＶＰＮへの参加をされた方はそのＶＰＮの「ＶＰＮ参加者」となります。

◆開通済みＶＰＮの廃止
プラン10・プラン10プラス・プラン30・プラン30プラスをご利用で、センタ回線接続サービス、東西接続
サービスなどの付加サービス利用が無い場合のみ申込可能です。
「ＶＰＮ管理者」のみ操作を行うことができます。そのＶＰＮに参加しているＶＰＮ契約者全て
が廃止となりますので、この操作をするＶＰＮ管理者は、そのＶＰＮのＶＰＮ参加者全員の同
意を得ている必要があります。

◆ＶＰＮ参加者の廃止
「ＶＰＮ参加者」ご本人による操作と、そのＶＰＮの「ＶＰＮ管理者」による操作が可能です。
「ＶＰＮ管理者」が操作する場合は、廃止の対象となる「ＶＰＮ参加者」の同意を得ている
必要があります。

◆プラン変更
「プラン10」、「プラン１０ プラス」、「プラン30」、「プラン３０ プラス」の相互間での変更が可能です。
（「プラン30」から「プラン10」のように拠点数が下がる変更申込をする場合は、予めＶＰＮ
参加者の廃止を行い、参加拠点数が10拠点以下になるように変更しておく必要があります）
なお、上記以外のプラン変更については、別途書面による申込みが必要となります。

拠点数３０以下のプランで、センタ回線接続
サービス、東西接続サービスの利用が無い
場合

拠点数１００以上のプラン
センタ回線接続サービス/東西
接続サービスを利用する場合

新規VPNの

開設※1

○

（VPN管理者のみ）
× ×

開通済みＶＰＮへの

参加
○ ○ ○

開通済みＶＰＮの

廃止

○

（VPN管理者のみ）
× ×

VPN参加者の

廃止
○ ○ ○

プラン変更
○

（VPN管理者のみ）
× ×

ＶＰＮ管理者変更 ○ × ×

図１－１－２ サービス申込受付ページの申込種別一覧

ＶＰＮ管理者変更は新管理者（変更申込時点でＶＰＮ参加者である必要があります）と現管理者の双方からの申込が
必要です。

※1 サービス申込受付ページで新規VPNの開設をした場合、料金の請求方法は「個別請求」となります。「管理者一括請求」をご希望の
場合は、書面によるお申込で受け付けております。弊社販売担当者へお申し付けください。
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１．１．３．サービス申込受付ページご利用にあたっての留意点

第１章 サービス申込受付ページの概要

サービス申込受付ページのご利用にあたって、以下の留意点をご確認ください。

サービス申込受付ページご利用にあたっての留意点

◆フレッツ 光ネクストがすでに開通している必要があります。

・サービス申込受付ページをご利用いただくには、接続されるフレッツ 光ネクストがすでに
開通している必要があります。

・フレッツ 光ネクスト以外のアクセスサービスではサービス申込ページはご利用いただ
けません。フレッツ 光ネクスト以外のアクセスサービスでフレッツ・VPNワイドの申込を
行う場合は書面にての申込となります。

◆フレッツ・ＶＰＮ ワイドを契約するフレッツ 光ネクストからサービス申込受付ページに
ログインします。

・サービス申込受付ページで申し込みいただくサービスは、ログインしたフレッツ 光ネクスト
のオプションサービスとなりますので、 必ずサービスをご利用になる回線から申し込み
ください。

・サービス申込受付ページにログインするには、そのフレッツ 光ネクストごとに
割当てられた「お客さまＩＤ」及び「アクセスキー」の入力が必要です。他の回線に割当てら
れた「お客さまＩＤ」、「アクセスキー」を入力してもログインできません。

・「お客さまＩＤ」及び「アクセスキー」はフレッツ 光ネクストの「フレッツサービスお申し込み内
容のご案内」等に記載されております。

・「フレッツサービスお申し込み内容のご案内」を紛失された場合には再度「フレッツサービ
スお申し込み内容のご案内」を郵送させていただきますので、0120-116116（営業時間
午前９時～午後５時、土・日・祝日も営業。年末年始を除きます。）へお申し込みください。

◆フレッツ・ＶＰＮ ワイドを利用する場合は、フレッツアクセスサービスに「フレッツナンバー
通知機能」が事前にお申し込みされている必要があります。

・本機能をご利用の場合は必ず、「フレッツ・ナンバー通知機能」が「通知」となっていること
が条件となります。またフレッツ・ＶＰＮ ワイドのご利用においても同様な条件となります。

◆企業識別子をお客さま指定のインターネットドメインを指定する場合はサービス申込受付
ページから新規ＶＰＮ開設を行うことができません。

・企業識別子について、お客さま指定のインターネットドメインを指定する場合、VPN開設は
弊社営業担当へお問合せください。

◆サービス申込受付ページで新規開設をしたVPNの請求方法は「個別請求」となります。
「管理者一括請求」のVPNの開設は、書面による申込のみ受け付けております。「管理者
一括請求」をご希望の場合は弊社販売担当者へお申し付けください。

・書面によるお申込で開設した請求方法が「管理者一括請求」のVPNへのVPN参加者追加
の申込は書面でのみ受け付けております。サービス申込ページでは受付できませんので、
ご注意ください。
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１．１．４．工事費、月額料金のお支払い方法について

第１章 サービス申込受付ページの概要

フレッツ・ＶＰＮ ワイドの工事費、月額料金のお支払い方法は「個別請求」、「管理者一括請求」から

選択可能です。

１．請求方法

①個別請求
フレッツ・ＶＰＮ ワイド基本サービスの工事費及び月額利用料を、ＶＰＮ管理者、ＶＰＮ参加者の各々に個別請求

します。

②管理者一括請求

フレッツ・ＶＰＮワイド基本サービスの工事費及び月額利用料を、お客さまのお申込みに基づき、ＶＰＮ管理者に
一括請求します。

※請求が一括となるのはフレッツ・ＶＰＮ ワイドに関する料金のみです。フレッツアクセスサービスやその他の

サービスは請求一括の対象とはなりませんので、ご注意ください。

※新規VPN開設時に決定した請求方法はVPN利用途中では変更できませんので、ご注意ください。

２．サービス申込受付ページでの申し込み可能種別

個別請求 管理者一括請求

新規ＶＰＮ開設 ○
×

（書面での申込のみ受付）

ＶＰＮ参加者追加

（フレッツ 光ネクストのみ）
○

×

（書面での申込のみ受付）

図１－１－４ サービス申込受付ページからの申込可否

・サービス申込受付ページから新規に開設したＶＰＮは個別請求となります。管理者一括請求のＶＰＮは
書面によるお申込でのみ受け付けております。

・書面によるお申込で開設した一括請求のVPNへのVPN参加者の追加はサービス申込受付ページでは
申込できません。書面でのお申込でのみ受け付けております。
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第１章 サービス申込受付ページの概要

１．２．サービス申込受付ページへのログイン手順１．２．サービス申込受付ページへのログイン手順

１．２．１．サービス申込受付ページへのログイン手順について

サービス申込受付ページへログインするまでの手順を以下に説明します。サービス申込受付ページに
ログインするには、以下の①～④の手順で設定します。

手順１．フレッツ 光ネクスト回線より
『フレッツ 光ネクストサービス情報サイト』へアクセス

●ＵＲＬ：https://www.v4flets-west.jp/
※PPPoEセッションで接続しないとつながりません（フレッツ 光ネクスト用スタートアップツール等のご利用の
場合は自動でPPPoEセッションで接続を行います。詳しくはフレッツ 光ネクスト開通時にお送りしているスタート
アップガイドを参照願います）。

●接続情報：専用ＩＤとパスワードで接続
ＩＤ flets@v4flets-west.jp
パスワード flets

手順２．『フレッツ 光ネクストサービス情報サイト』のトップページ
より『サービス申込受付ボタン』をクリック

手順３．『サービスお申し込みのご案内』ページが開きます。『こちら
からお申し込み・ご変更・ご確認いただけます』をクリック

手順４．『お客さまＩＤ』、『アクセスキー』を入力しログイン
●「フレッツサービスお申し込み内容のご案内」に記載されているＣＡＦで始まる

「お客さまＩＤ」及び「アクセスキー」を入力しログインします。

『お客さまＩＤ』、『アクセスキー』を入力

ログインをクリック

【サービス申込受付ページログイン画面】 【サービス申込受付ページトップページ】
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１．２．２．フレッツ・ＶＰＮ ワイド開通までの申込手順

第１章 サービス申込受付ページの概要

ここでは、フレッツ・ＶＰＮ ワイドをご利用になるまでの流れをご説明します。それぞれの申し込みについ
ての操作手順は、【第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順】をご参照ください。

ＶＰＮ管理者となる方（ＶＰＮ開設者） ＶＰＮ参加者となる方

フレッツ 光ネクストサービス情報

サイトへ接続し「サービス申込受
付ページ」にて申し込みを
行います。

Ｓｔｅｐ１ 新規ＶＰＮ開設

Ｓｔｅｐ６ 開通済みＶＰＮ
へ参加

Ｓｔｅｐ４ ＶＰＮ参加者へ設定情報を通知

Ｓｔｅｐ２ ご利用開始

企業識別子、ＶＰＮ暗証番号、ユーザーＩＤ、パスワード等
をＶＰＮ参加者へ通知します。

Ｓｔｅｐ５ 内容確認

Ｓｔｅｐ７ ご利用開始

Ｓｔｅｐ８ サービス提供開始

Ｓｔｅｐ３ 拠点情報のア
カウント情報の修正

（必要時）

カスタマコントロールを利用し、必
要があればアカウント情報の修正
を行います。
※登録の操作手順は「Ｐ６６」をご参照
ください。

申し込みの当日もしくは翌日にご
利用が開始されます。工事希望
日の設定はできませんので、申
込日には十分ご注意ください。

ＶＰＮ管理者から通知された内容を確認します。

フレッツ 光ネクストサービス情報

サイトへ接続し「サービス申込受
付ページ」にて申し込みを行いま
す。

サービス申込ページでの申込

弊社営業担当者へお問合せの上、
VPN開設申込書を提出いただき
ます。

Ｓｔｅｐ１ 新規ＶＰＮ開設

Ｓｔｅｐ２ ご利用開始

Ｓｔｅｐ３ 拠点情報のア
カウント情報の修正

（必要時）

カスタマコントロールを利用し、必
要があればアカウントの登録、修
正を行います。
※登録の操作手順は「Ｐ６６」をご参照
ください。

申込書でご指定いただきました
サービス希望年月日にご利用が
開始されます。
フレッツサービスお申し込み内容
のご案内をお送りします。

書面による申込

書面申込については全てのサービス、プランで可能
となります。また、サービス申込受付ページはフレッツ
光ネクスト以外のアクセスサービスではご利用いただけ
ませんのでご注意ください。
（書面でのお申込のみとなります）

Ｓｔｅｐ６ 開通済みＶＰＮ
へ参加

弊社営業担当者へお問い合わせ
の上ＶＰＮ参加者申込書を提出い
ただきます。

申し込みの当日もしくは翌日にご
利用が
開始されます。

Ｓｔｅｐ７ ご利用開始

申込書でご指定いただきました
サービス希望年月日にご利用が
開始されます。

フレッツサービスお申し込み内容
のご案内をお送りします。

サービス申込ページでの申込 書面による申込
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フレッツ・ＶＰＮワイド申込操作手順
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

２．１．サービス申込受付ページ 新規お申込方法２．１．サービス申込受付ページ 新規お申込方法

ここでは、新規ＶＰＮの開設をされるまでの手順をご説明します。
・本手順によりＶＰＮを開設された方がそのＶＰＮの「ＶＰＮ管理者」となります。
・新規ＶＰＮ開設時の初期費用として、工事費２，０００円（税別）がかかります。
・工事日（ご利用開始日）は申込当日もしくは翌日となります。
・工事希望日（ご利用開始希望日時）の設定はできませんので、申込日には十分ご注意ください。
・企業識別子をお客さま指定のインターネットドメインとしたい場合は、書面でのお申込みと

なりますので、弊社営業担当へお申し付けください。
・センタ回線接続サービス及び、東西接続サービスをＶＰＮ開設時にお申込みいただく場合は、

弊社営業担当へお申し付けください。

１ サービス申込受付ページ（トップページ）

２ ご利用状況詳細

本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申し込みでは、お客さま情報に
基づき入力願います。

サービス申し込みの前に、
【サービス概要】/【ご利用上の注意】を
ご確認ください。

フレッツ・ ＶＰＮ ワイド
【詳細・申込・変更】をクリック。

フレッツ・ ＶＰＮ ワイドの新規
ＶＰＮ開設【新規ＶＰＮ開設】を
クリック。

２．１．１．新規ＶＰＮの開設

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

３

４ 申込者情報入力

①お申込者の情報を入力してく
ださい。ネットワークを構築・
運営される方も含め「お名前」、
「ご連絡先電話番号」を入力。

②「取扱店コード」（11桁）を
入力。
【取扱店コードありの場合】
取扱店コードをお持ちの方はご
入力ください。なお、英字の場
合は、大文字でご入力ください。
【取扱店コードなしの場合】
取扱店コードなしの欄へ、
チェックをしてください。

③「ご連絡先メールアドレス」
を入力。
このメールアドレスに情報の配
信を希望される場合は、メール
配信カテゴリにチェックをして
ください。

④【次へ】をクリック。

同意書

同意書に同意し、申し込みいただ
く場合【同意する】をクリック。

同意書の内容をご確認ください。

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

５ 新規ＶＰＮ開設申し込み

④【次へ】をクリック。

②ＶＰＮ暗証番号情報を入力。

申し込み内容確認の上
【申し込み】をクリック

６ 新規ＶＰＮ開設 申し込み内容確認

ＶＰＮ暗証番号は、ＶＰＮ管理を行う
上で非常に重要な情報です。ＶＰＮの
セキュリティ向上のため、定期的に変更
することを推奨します。

①プラン名を選択。

③管理者のユーザーＩＤ
指定有無を選択。

（”指定あり”の場合は、任意の
ユーザーＩＤを入力します。）
指定なしの場合は、「user01」と
なります。VPN開設後の変更はで
きません。

注意）

企業識別子の指定をご希望の
お客さまは、申込受付ページ
でのVPN開設は行わず、弊社

営業担当者にお問合せくださ
い。なお、お客さまで指定可
能な企業識別子は、ＮＩＣ等
に登録されたインターネット
ドメイン名である必要があり
ます。

（注意）

フレッツナンバー通知機能が
事前にお申し込みされていな
い場合は、引き続きお申し込
みを行えません。

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

この画面に表示される情報は、
ＶＰＮに接続する場合に必要
となりますので、印刷するな
どして保存してください。

７ 新規ＶＰＮ開設 受付完了

印刷画面表示。

印刷画面表示ボタンを押す
と必要情報が印刷画面に表
示されます｡この画面を印
刷し、保存してください。

ＮＴＴ西日本より初期払い出される
ＩＰアドレスは端末型払い出しと
なる為、サブネットマスクは、「
255.255.255.255」となり
ます。

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

お申し込みの流れ。

フレッツ・ＶＰＮ ワイ
ドの申し込みの流れが記
載されています。ご確認
ください。

ユーザーズマニュアルにはカ
スタマコントロール機能の操
作方法が記載されています。

８

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

□ 企業識別子

□ ＶＰＮ暗証番号

本申し込み完了後、 ＶＰＮ参加者となられる方へ、以下の情報を配布（通知）する必要があります。ＶＰＮ
参加者となる方は、開通済みＶＰＮへの参加申し込み時、フレッツ･ＶＰＮ ワイドご利用時、ＶＰＮ管理者よ
り通知された情報が必要となります。

□ （ＶＰＮ参加者）ユーザーＩＤ （注）

□ （ＶＰＮ参加者）パスワード （注）

ご利用料金は、工事日（ご利用開始日）より課金がはじまります。（日割り計算を行います）

以上で、新規ＶＰＮの開設申し込みは終了です。
ご利用開始日が過ぎましたら、開通の確認（以下①、②）を行ってください。

①サービス申込受付ページ画面のご利用状況が「利用中」になっているか
②ＶＰＮに接続可能か※接続の操作手順は「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

（注）・・・プラン10、プラン30のVPNを開設した場合、（ＶＰＮ参加者）ユーザーＩＤ、パスワード（その他ＩＰアドレス、
サブネットマスク）はＶＰＮ開設時にＶＰＮ管理者に対し、ＮＴＴ西日本より自動で払いだされます。
（ＶＰＮ参加者）ユーザーID・パスワード・ＩＰアドレス・サブネットマスクは、カスタマコントロールにより、
設定を変更することが可能です。ただし、 （ＶＰＮ参加者）ユーザーIDについては、当該ユーザーIDを
利用する（参加者が契約する）前のみ、変更可能となります。
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２．１．２．開通済みＶＰＮへの参加

第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

ここでは、開通済みＶＰＮへ参加申し込みを行うまでの手順をご説明します。
・本手順により開通済みＶＰＮへ参加申し込みをされた方はそのＶＰＮの「ＶＰＮ参加者」となります。
・開通済みＶＰＮに参加する回線にて、サービス申込受付ページに接続願います。
・開通済みＶＰＮへの参加時の初期費用として工事費２，０００円（税別）がかかります。
・工事日（ご利用開始日）は申込当日もしくは翌日となります。
・工事希望日の設定はできませんので、申込日には十分ご注意ください。
・フレッツ 光ネクスト以外のアクセスサービスではサービス申込受付ページはご利用できません。

２ ご利用状況詳細

１ サービス申込受付ページ （トップページ）

サービス申し込みの前に、
【ご利用上の注意】/【サービス概要】
をご確認ください。

開通済みＶＰＮへ参加
【既存ＶＰＮ参加】をクリック。

フレッツ・ＶＰＮ ワイド
【詳細・申込・変更】をクリック。

本申し込みを行う前に、 ＶＰＮ管理者より以下の情報の配布（通知）を受けていることをご確認ください。

サービス申込受付ページ申し込み時、ＶＰＮ接続時に必要となります。

□ 企業識別子 □ ＶＰＮ暗証番号 □ ユーザーＩＤ □ パスワード

本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申し込みでは、お客さま情報に
基づき入力願います。

次ページへ
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３

申込者情報入力４

③「ご連絡先メールアドレス」
を入力。
このメールアドレスに情報の配
信を希望される場合は、メール
配信カテゴリにチェックをして
ください。

④【次へ】をクリック。

同意書

同意書に同意し、申し込みいただ
く場合【同意する】をクリック。

同意書の内容をご確認ください。

②「取扱店コード」（11桁）を
半角入力。
【取扱店コードありの場合】
取扱店コードをお持ちの方はご
入力ください。なお、英字の場
合は、大文字でご入力ください。
【取扱店コードなしの場合】
取扱店コードなしの欄へ、
チェックをしてください。

①お申込者の情報を入力してく
ださい。ネットワークを構築・
運営される方も含め「お名前」、
「ご連絡先電話番号」を入力し
てください。

第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

次ページへ
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５

②【次へ】をクリック

①「企業識別子」、「 ＶＰＮ暗証
番号」、「ユーザーＩＤ」を入力。

６ 開通済みＶＰＮ参加申し込み内容確認

申し込み内容確認の上
【申し込み】をクリック。

ＶＰＮ管理者より配布されている内容
とＶＰＮ参加希望者の申し込み内容と
の不一致により、申し込みが受け付け
られない場合がありますのでご注意
ください。
（例）
・ ＶＰＮ参加者からの申し込み前に、

ＶＰＮ管理者が『ＶＰＮ暗証番号』
を変更している場合。

これらのユーザー情報の詳細について
は、ＶＰＮ管理者にお問合せください。

開通済みＶＰＮ参加申し込み

ユーザーIDは、参加申込完了後、
変更することはできません。VPN
管理者から受領したユーザーIDか

らの変更を希望される場合は、
VPN管理者に依頼してください。

フレッツナンバー通知機能が事
前にお申し込みされていない場
合は、引き続きお申し込みを行
えません。

第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

７ 開通済みＶＰＮ参加 受付完了

この画面に表示される情報は、
ＶＰＮに接続する場合に必要とな
りますので、印刷するなどして保
存してください。

【印刷画面表示】をク
リック

印刷画面表示ボタンを押すと必要情
報が印刷画面に表示されます｡この画
面を印刷し、保存してください。

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

以上で、開通済みＶＰＮへの参加申し込みは終了です。
ご利用開始日が過ぎましたら、開通の確認（以下①、②）を行ってください。

①サービス申込受付ページ画面のご利用状況が「利用中」になっているか
②ＶＰＮに接続可能か※接続の操作手順は「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。

ご利用料金は、工事日（ご利用開始日）より課金がはじまります。（日割り計算を行います）

ユーザーズマニュアルにはカスタマ
コントロール機能の操作方法が記載
されています。

申し込みの流れ。

フレッツ・ＶＰＮワイドの申し込み

の流れが記載されています。ご確認
ください。

８
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

２．２．サービス申込受付ページ 廃止お申込方法２．２．サービス申込受付ページ 廃止お申込方法

２．２．１．開通済みＶＰＮの廃止

ここでは、開通済みＶＰＮの廃止を行う手順をご説明します。本操作を実行できるのは、そのＶＰＮの「ＶＰＮ管理者」
のみです。また、フレッツ 光ネクストのみで構成されるＶＰＮはこの方法でＶＰＮ廃止は可能ですが、フレッツ 光ネクス
ト以外のフレッツアクセスサービスで参加している参加者がいる場合はＶＰＮ廃止はできません。書面による申込で先にフ
レッツ 光ネクスト以外のフレッツアクセスサービスの参加者の廃止を行ってから実施していただく必要があります。「Ｖ
ＰＮ管理者」は本操作を行う前に、そのＶＰＮの「ＶＰＮ参加者」全員に開通済みＶＰＮを廃止することについて同意を得
ている必要があります。開通済みＶＰＮの廃止にかかる工事費はありません。廃止希望日の指定はできません。開通済みＶ
ＰＮの廃止申し込み完了をもってご利用終了となりますので、廃止申込日には十分ご注意ください。

１ サービス申込受付ページ （トップページ）

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申込では、お客さま情報に基づき入力
願います。

※フレッツ・ＶＰＮ ワイドのご利用廃止に際し、お客さまルータにおけるフレッツ・ＶＰＮ ワイドへの接続先設定が残ること
で、ＮＧＮへの不要な接続要求が発生する場合があります。
ＶＰＮ廃止後は、ＶＰＮ管理者、ＶＰＮ参加者全てにおいてお客さまルーターにおけるフレッツ・ＶＰＮ ワイドへの接続先

設定を削除いただきますようお願いいたします。

フレッツ・ ＶＰＮ ワイド
【詳細・申込・変更】をクリック。

次ページへ

サービス申込受付ページでの廃止における注意点
・サービス申込受付ページで開通済みＶＰＮの廃止はＶＰＮ管理者・参加者すべてがフレッツ 光ネクストである場合のみです。
・フレッツ 光ネクスト以外のフレッツサービスでフレッツ・ＶＰＮワイドへ参加しているＶＰＮ参加者がいる場合は、本操作は実行
できません。

（フレッツ 光ネクスト以外のフレッツサービスでフレッツ・ＶＰＮ ワイドへ参加しているＶＰＮ参加者を先に書面による申し込みで
廃止する必要があります）
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

３ 廃止申込者情報入力

①申込者情報を入力。
「お名前」
「ご連絡先電話番号」

②【次へ】をクリック。

２ ご利用状況詳細

ご利用状況が「利用中」と表示されて
いない場合、【ＶＰＮ廃止】申し込み
ボタンは現れません。（ＶＰＮ廃止申
し込み不可）

廃止を行うＶＰＮの
【ＶＰＮ廃止】申し込みをクリッ
ク。

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

５

ＶＰＮ廃止 申し込み内容確認

以上で、開通済みＶＰＮの廃止申し込みは終了です。

月額利用料は、廃止申込日（サービス申込受付ページ投入日）の前日までの課金となります。
（日割り計算を行います）

４

ＶＰＮ廃止 受付完了

内容を確認いただき
【ＯＫ】をクリック。

画面のご案内に承諾されない場
合は、クリックせずに申込を中
断してください。

画面のご案内に承諾されない場
合は、クリックせずに申込を中
断してください。

ＶＰＮ参加者よりお問い合わせが
あった際に、この画面に表示され
ている情報が必要となることがあ
りますので、印刷するなどして保
存してください。

画面印刷（保存）

承諾いただく場合
【承諾の上で廃止】をクリック。



25

２．２．２．ＶＰＮ参加者の廃止（ＶＰＮ参加者本人による操作）

第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

ここでは、ＶＰＮ参加者の廃止を行う手順をご説明します。本操作を実行できるのは、廃止を申込まれる「ＶＰＮ参加者」
ご本人、もしくはそのＶＰＮの「ＶＰＮ管理者」です。「ＶＰＮ管理者」が本操作を実行する場合は、事前に廃止の対象とな
る「ＶＰＮ参加者」に同意を得ている必要があります。ＶＰＮ参加者の廃止にかかる工事費はありません。ＶＰＮ参加者の廃
止申し込み完了をもってご利用終了となりますので、廃止申込日には十分ご注意ください。なお、廃止希望日の設定はござい
ませんので申込後、即時廃止となりますのでご注意願います。

１ サービス申込受付ページ （トップページ）

フレッツ・ ＶＰＮ ワイド
【詳細・申込・変更】をクリック。

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申込では、お客さま情報に基づき入力
願います。

※フレッツ・ＶＰＮ ワイドのご利用廃止に際し、お客さまルータにおけるフレッツ・ＶＰＮ ワイドへの接続先設定が残ること
で、ＮＧＮへの不要な接続要求が発生する場合があります。
ＶＰＮ参加者廃止後は、廃止したＶＰＮ参加者においてお客さまルータにおけるフレッツ・ＶＰＮ ワイドへの接続先設定を削
除いただきますようお願いいたします。

※フレッツ 光ネクスト以外のフレッツサービスで参加するＶＰＮ参加者は書面による申込でのみ廃止することができます。
サービス申込受付ページで廃止することはできません。

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

３ 廃止申込者情報入力

①申込者情報を入力。
「お名前」
「ご連絡先電話番号」

②【次へ】をクリック。

２ ご利用状況詳細

ご利用状況が「利用中」と表示され
ていない場合、【ＶＰＮ廃止】申し
込みボタンは現れません。（ ＶＰＮ
廃止申し込み不可）

廃止を行うＶＰＮの
【ＶＰＮ参加者廃止】申し込
みをクリック。

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

以上で、ＶＰＮ参加者の廃止申し込みは終了です。

ご利用料金は、廃止申込日（サービス申込受付ページ投入日）の前日までの課金となります。
（日割り計算を行います）

参加者廃止 申し込み内容確認４

申し込み内容確認の上
【廃止する】をクリック。

５ 参加者廃止 受付完了

ＶＰＮ管理者やＶＰＮ参加者から
お問い合わせがあった際に、
この画面に表示されている情報が
必要となることがありますので、
印刷するなどして保存してくださ
い。

画面印刷（保存）

ユーザーＩＤの再利用は、廃止
工事完了後に可能となります。

廃止工事は当日または翌日に
完了となります
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

２．２．３．ＶＰＮ参加者の廃止（ＶＰＮ管理者による操作）

１

２

フレッツ・ＶＰＮ ワイド
【詳細・申込・変更】をクリック。

ご利用状況詳細

ユーザー種別が「管理者」と表示
されていることをご確認ください。

ＶＰＮ参加者廃止を行うＶＰＮの
【ＶＰＮ参加者廃止】申し込みを
クリック。

サービス申込受付ページ （トップページ）

次ページへ

※ＶＰＮ管理者による操作で廃止できるＶＰＮ参加者はフレッツ 光ネクストで参加するＶＰＮ参加者のみです。
フレッツ 光ネクスト以外のフレッツサービスで参加するＶＰＮ参加者は本操作で廃止することはできません。
（フレッツ 光ネクスト以外のフレッツサービスのＶＰＮ参加者の廃止は書面による申し込みでのみ可能です）
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３ 廃止申込者情報入力

４ 廃止対象者選択

廃止させるＶＰＮ参加者を確認し、
【廃止】をクリック。

①申込者情報を入力。
「お名前」
「ご連絡先電話番号」

②【次へ】をクリック。

第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

以上で、ＶＰＮ参加者の廃止申し込みは終了です。

ご利用料金は、廃止申込日（サービス申込受付ページ投入日）の前日までの課金となります。
（日割り計算を行います）

参加者廃止 申し込み内容確認５

申し込み内容確認の上

【承諾の上で廃止する】
をクリック。

６ 参加者廃止 受付完了

ＶＰＮ管理者やＶＰＮ参加者から
お問い合わせがあった際に、
この画面に表示されている情報が
必要となることがありますので、
印刷するなどして保存してくださ
い。

画面印刷（保存）

内容を確認いただき
【ＯＫ】をクリック。

ユーザーＩＤの再利用には、廃止
工事完了後に可能となります。
廃止工事は当日または翌日に
完了となります

画面のご案内に承諾されない場
合は、クリックせずに申込を中
断してください。
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

２．３．サービス申込受付ページ プラン変更お申込方法２．３．サービス申込受付ページ プラン変更お申込方法

２．３．１．開通済みＶＰＮのプラン変更

ここでは、センタ回線接続サービス、東西接続サービスの利用が無い場合のプラン10、プラン10プラス，プラン30，プラ
ン30プラス間の変更を行う手順をご説明します。本操作を実行できるのは、そのＶＰＮの「ＶＰＮ管理者」のみです。

プラン30，プラン30プラスからプラン10，プラン10プラスへの変更申込をする場合は、予めＶＰＮ参加者の参加拠点数が
9拠点以下（廃止の処理で対応）になるようにしておく必要があります（参加者拠点が9拠点以下でないとお申込できませ
ん）。

またプラン10、プラン10プラス，プラン30，プラン30プラス間以外のプラン変更を行う場合は、書面による申込が必要と
なりますので、別途弊社営業担当者へお申し付けください。

１ サービス申込受付ページ （トップページ）

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申込では、お客さま情報に基づき入力願い
ます。

プラン変更にあたりＶＰＮ参加者を廃止した場合は、廃止したＶＰＮ参加者においてお客さまルータにおけるフレッツ・ＶＰＮ
ワイドへの接続先設定を削除いただきますようお願いいたします。

フレッツ・ ＶＰＮ ワイド
【詳細・申込・変更】をクリック

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

２ ご利用状況詳細

ご利用状況が「利用中」と表示されて
いない場合、【プラン変更】申し込み
ボタンは現れません。（プラン変更申
し込み不可）

プラン変更を行うＶＰＮの
【プラン変更】申し込みを
クリック。

プラン30，プラン30プラスからプラン
10，プラン10プラスへ変更する場合は、
予めＶＰＮ参加者の廃止を行い、参加
拠点数が9拠点以下になるようにして
おく必要があります）

なお、上記以外のプラン変更について
は、別途書面による申込みが必要とな
ります。

次ページへ
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３ 申込者情報入力

①お申込者の情報を入力。
ネットワークを構築・運営され
る方も含め「お名前」、「ご連
絡先電話番号」を入力してくだ
さい。

②「取扱店コード」（11桁）を
半角入力。
【取扱店コードありの場合】
取扱店コードをお持ちの方はご
入力ください。なお、英字の場
合は、大文字でご入力ください。
【取扱店コードなしの場合】
取扱店コードなしの欄へ、
チェックをしてください。

③「ご連絡先メールアドレス」
を入力。
このメールアドレスに情報の配
信を希望される場合は、メール
配信カテゴリにチェックをして
ください。

④【次へ】をクリック。

第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

次ページへ
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

４ プラン変更申し込み

②申し込み内容確認の上
【プラン変更】をクリック。

申し込み内容確認の上
【承諾の上で変更】をクリック。

５ プラン変更 申し込み内容確認

内容を確認いただき
【ＯＫ】をクリック。

画面のご案内に承諾されない場
合は、クリックせずに申込を中
断してください。

次ページへ

①変更するプランを選択
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

６ プラン変更 受付完了

この画面に表示される情報は、
ＶＰＮに接続する場合に必要
となりますので、印刷するな
どして保存してください。

【印刷画面表示】
をクリック。

印刷画面表示ボタンを押す
と必要情報が印刷画面に表
示されます｡この画面を印
刷し、保存してください。

□ 企業識別子

□ ＶＰＮ暗証番号

本申し込み完了後「プラン10」から「プラン30」へ変更した場合、新たにＶＰＮ参加者となられる方へ、
以下の情報を配布（通知）する必要があります。 新たにＶＰＮ参加者となる方は、開通済みＶＰＮへの参加
申し込み時、フレッツ･ＶＰＮ ワイドご利用時、ＶＰＮ管理者より通知された情報が必要となります。

□ （ＶＰＮ参加者）ユーザーＩＤ （注）

□ （ＶＰＮ参加者）パスワード （注）

（注）･･･新たにVPN参加者となられる方の（ＶＰＮ参加者）ユーザーＩＤ、パスワード（その他ＩＰアド
レス、サブネットマスク）は、ＶＰＮ管理者がカスタマコントロールにより設定する必要があります。

プラン変更時に利用中（参加者が契約中）のユーザーＩＤ、パスワード（その他ＩＰアドレス、サブネッ
トマスク）は、プラン変更後も引き続きご利用いただけますが、利用中でなかった（参加者が契約してい
ない）ユーザーＩＤ等は、プラン変更後には引き継がれませんので、ご注意ください。

ご利用料金は、工事日（変更適用日）より課金がはじまります.（日割り計算を行います）

以上で、プラン変更の開設申し込みは終了です。
変更適用日が過ぎましたら、開通の確認（以下①、②）を行ってください。

①サービス申込受付ページ画面のご利用状況が「利用中」になっているか
②ＶＰＮに接続可能か※接続の操作手順は「ユーザーズマニュアル」をご参照ください。
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

２．４．サービス申込受付ページ 管理者変更の申込２．４．サービス申込受付ページ 管理者変更の申込

２．４．１．管理者変更の申込（新管理者による変更申込）

ここでは、センタ回線接続サービス、東西接続サービスの利用が無い場合のVPN管理者の変更申込の方法の手順を説明し
ます。VPN参加者からVPN管理者となるVPN契約者を「新管理者」、VPN管理者からVPN参加者となるVPN契約者を「現管理者」
とします。管理者変更申込の流れは、まず「新管理者」から管理者変更の申込を実施、その後に「現管理者」が管理者変更
の承認を実施するというものになります。

１ 「新管理者」サービス申込受付ページ （トップページ）

※本マニュアルで利用されている申込者情報等は、申込例として表記しています。実際の申込では、お客さま情報に基づき入力願い
ます。

次ページへ

フレッツ・ ＶＰＮ ワイド
【詳細・申込・変更】をクリック
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

２ 「新管理者」 ご利用状況詳細

【管理者変更】
をクリック。
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

３ 「新管理者」 管理者変更申込情報入力

①申込者情報を入力。
「お名前」
「連絡先」

②「ご連絡先メールア
ドレス」を入力。

このメールアドレスに
情報配信を希望される
場合は、メール配信カ
テゴリにチェックをし
てください。

４ 「新管理者」 管理者変更申し込み内容確認

申し込み内容をご確認
の上【申し込み】をク
リック

③【次へ】をクリック
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

５ 「新管理者」 管理者変更 受付完了

６ 「現管理者」 ご利用状況詳細

「新管理者」による変
更申し込みは完了です。

「現管理者」に管理者
変更申し込み完了の旨
を通知し、「現管理
者」より管理者変更の
承認を実施してもらい
ます。

続いて「現管理者」に
よる管理者変更の承認
の手順を説明します。

【管理者変更承認・否認】
をクリック
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

７ 「現管理者」管理者変更 申込者情報入力

８ 「現管理者」 管理者変更 承認・否認

①申込者情報を入力。
「お名前」
「連絡先」

②「ご連絡先メールア
ドレス」を入力。

このメールアドレスに
情報配信を希望される
場合は、メール配信カ
テゴリにチェックをし
てください。

③【次へ】をクリック。

①申請内容を確認。

②管理者変更の申請を承
認する場合は【承認】を、

否認する場合は、【否
認】をクリック。

【承認】をクリック ⇒ ９ 「現管理者」管理者変更 承認確認

【否認】をクリック ⇒ １１ 「現管理者」管理者変更 否認確認
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

９ 「現管理者」管理者変更 承認確認

①承認者情報をご確認く
ださい。

②管理者変更の申込内
容をご確認ください。

③【変更を承認する】を
クリック。

「変更を承認する」をクリックされま
すと、修正・取消はできなくなります
ので、申込内容を正確にご確認くださ
い。

１０ 「現管理者」管理者変更 承認受付完了

管理者変更の申込の承認
は以上で完了です。
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第２章 フレッツ・ＶＰＮ ワイド申込操作手順

１１ 「現管理者」管理者変更 否認確認

①管理者変更の申込内容
をご確認ください。

②【変更を否認する】を
クリック。

「変更を否認する」をクリックされま
すと、修正・取消はできなくなります
ので、申込内容を正確にご確認くださ
い。

１２ 「現管理者」管理者変更 否認受付完了

管理者変更の申込の否認
は以上で完了です。
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第 ３ 章

カスタマコントロールの概要
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カスタマコントロールとは、フレッツ・ＶＰＮ ワイドの契約者がＶＰＮ内の各種設定を契約者ご自身で行
うことができる機能のことです。

カスタマコントロールを利用してできることは、ＶＰＮ管理者と参加者とで異なります。本章では、ＶＰＮ
管理者としての操作方法等について説明します。

サービス申込受付ページ
カスタマ
コントロール
機能

３．１．カスタマコントロールとは３．１．カスタマコントロールとは

ＮＧＮ

インターネット

ISP

ご契約のプロバイダより付与
されるID／パスワードで接続

NGN：Next Generation Network
次世代ネットワーク

ISP：Internet Service Provider
インターネットのプロバイダ（事業者名）

フレッツ 光ネクスト サービス情報サイト

フレッツ 光ネクストを
ご契約のお客さま

第３章 カスタマコントロールの概要

３．１．１．カスタマコントロールの概要

図３－１－１ カスタマコントロール概要図

！！ ＶＰＮ参加者がカスタマコントロールを利用して行うことができるのはパスワード変更のみ

となります。

フレッツ 光ネクスト以外からはフレッツ・ＶＰＮ ワイドのカスタマコントロールへ接続

することはできません。

フレッツ 光ネクスト以外のアクセスサービスのＶＰＮ契約者がＶＰＮ情報の設定変更を行う場合は、

ＶＰＮ管理者が代理で実施する必要があります。

フレッツ・ＶＰＮ ワイドとカスタマコントロールを同時に利用する場合、フレッツ・ＶＰＮ ワイド

の通信に影響がある場合があります。カスタマコントロールをご利用する際は、フレッツ・ＶＰＮ ワ

イドへの接続を一旦切断した上でご利用することをお勧めします。

フレッツ・VPN ワイドのセッションを確立した状態で、カスタマコントロールより払い出しＩＰアドレス等の情報

更新した場合、確立しているセッションを一旦切断し、再接続する必要があります。セッションを再接続せずに

確立したままの場合、カスタマコントロールより更新した内容はフレッツ・ＶＰＮ ワイドに反映されません。

！！

！！



45

カスタマコントロールのご利用にあたっては、以下の点にご留意ください。

３．２．ご利用にあたっての留意事項３．２．ご利用にあたっての留意事項

カスタマコントロールご利用時の留意点

●カスタマコントロールを利用して閲覧・設定できるＶＰＮ情報やユーザーＩＤおよびパスワー
ド

等の管理については、お客さまご自身に行っていただく必要があります。

●カスタマコントロールに設定等を行ってから、設定内容が反映されるまで時間を要する
場合があります。

●不適正な管理および不正利用等によって発生した損害等については、弊社は一切の責任
を負いかねますことをご了承いただきます。

●ＶＰＮ暗証番号は、ＶＰＮ管理を行う上で非常に重要な情報です。ＶＰＮのセキュリティ向上
のため、定期的に変更することを推奨します。

●ＶＰＮ接続用パスワードについては、定期的に変更することを推奨します。

●カスタマコントロールはフレッツ 光ネクストをアクセスサービスとするＶＰＮ契約者のみ利用
可能となっております。

●フレッツ・VPN ワイドでフレッツ 光ネクスト以外のアクセスサービスとするVPN契約者は
カスタマコントロールの利用はできません。
VPN情報を変更する場合は、VPN管理者から実施する必要がございます。

●フレッツ・VPN ワイドのセッションを確立した状態で、カスタマコントロールより払い出しIP
アドレス等の情報更新した場合、確立しているセッションを一旦切断し、再接続する必要
があります。セッションを再接続せずに確立したままの場合、カスタマコントロールより
更新した内容はフレッツ・ＶＰＮ ワイドに反映されません。

第３章 カスタマコントロールの概要



46

３．３．カスタマコントロールでできること３．３．カスタマコントロールでできること

ＶＰＮ管理者は、カスタマコントロールを利用してＶＰＮの管理やＶＰＮ参加者の利用する情報の設定等
を行うことができます。

（１）ＶＰＮ参加者情報の確認・修正(ＩＰアドレス・パスワードの変更)・登録・削除

（５）ＶＰＮ暗証番号の変更

（６）ログリポートのダウンロード

ＩＰアドレス等をはじめとするＶＰＮ参加者が利用する情報の変更を行うことができます。

ユーザーＩＤ等登録状況の一覧表示および各ユーザーＩＤの登録内容について詳細の確認・変更・削
除を行うことができます。

ＶＰＮ暗証番号の変更を行うことができます。

ＶＰＮ利用状況（ログ）をダウンロードすることができます。

（２）アカウント一覧表示および登録内容詳細確認

※ＶＰＮ参加者の申し込み前に限り、ユーザーＩＤの登録・変更・削除が可能です。

ＶＰＮ参加者は、カスタマコントロールを利用して自身が利用しているパスワードの変更を行うことがで
きます。

（１）ＶＰＮ参加者情報のパスワードの変更

ＶＰＮ参加者が自身が利用するパスワード情報の変更を行うことができます。

第３章 カスタマコントロールの概要

３．３．１．ＶＰＮ管理者

３．３．２．ＶＰＮ参加者

（３）アカウント一括登録

（４）アカウント情報ダウンロード

参加者申込の事前準備として、ご利用中のプランの利用上限拠点以内でアカウントの一括登録ができます。

アカウント情報のダウンロードができます。
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ＶＰＮ参加希望者はＶＰＮを利用するために、ＶＰＮ管理者から通知された情報に基づきＮＴＴ西日本へ
ＶＰＮ参加申し込みを行う必要があります。

設定上の注意点

１．ユーザーＩＤ

２．パスワード
３.ＩＰアドレス／サブネットマスク

ＶＰＮ参加者の登録にあたり修正可能な項目

本サービスでは、ＶＰＮ参加者からの接続の際に「ユーザーＩＤ／パスワード」による認証を行った
後、「ＩＰアドレス／サブネットマスク」の払い出しを行います。
ＶＰＮ管理者は、ＶＰＮ参加者が申込をする前に「パスワード」および払い出す「ＩＰアドレス／サ
ブネットマスク」を事前にカスタマコントロールにて確認・変更し、ＶＰＮ参加者に通知する必要が
あります。
また、ＶＰＮ参加者の申し込み前に、ユーザーＩＤの変更・削除をおこなうことも可能です。

ユーザ-ＩＤは、ＶＰＮ参加者の申込み前に限り、ＶＰＮ管理者によって変更することが可能です。

設定方法はＰ56～

・ユーザーＩＤの入力条件は以下のとおりです。

文字数 入力可能文字

ユーザーＩＤ 30文字以内

半角英数字および記号。ただし、以下の記号を
除く
「:」コロン、「@」アットマーク、「,」カン
マ、「￥」円マーク、「“」ダブルクォーテー
ション、「$」ドル、「 」スペース

設定上の注意点

◆パスワード

パスワードは、ＶＰＮ参加者自身で変更が可能です。またＶＰＮ管理者によって変更することも可能です。
ＶＰＮ参加者がパスワードを紛失した場合、ＶＰＮ管理者にて再設定してください。

・変更したパスワードは紛失しないようにご注意ください。
・パスワードの入力条件は以下のとおりです。

文字数 入力可能文字

パスワード

フレッツ・ISDN

20文字以内

フレッツ・ISDN以外

30文字以内

半角英数字および記号。ただし、以下の記号を
除く
「:」コロン、「@」アットマーク、「,」カン
マ、「￥」円マーク、「“」ダブルクォーテー
ション、「$」ドル、「 」スペース

設定上の注意点

第３章 カスタマコントロールの概要

３．４．ＶＰＮ参加者情報の確認・変更・削除３．４．ＶＰＮ参加者情報の確認・変更・削除

◆ユーザーＩＤ

３．４．１．ＶＰＮ参加者情報の確認・変更・削除

次ページへ
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ＶＰＮ参加者からの接続の際に「ユーザーＩＤ／パスワード」による認証を行った後、「ＩＰ
アドレス／サブネットマスク」の払い出しを行います。ユーザーＩＤに対して、常に同一のＩ
Ｐアドレスを払い出すので、常に同じＩＰアドレスを利用してＶＰＮ内での通信を行うことが
可能です。

利用可能なＩＰアドレスは、ＲＦＣ１９１８で規定されているプライベートアドレス及びＪ
ＰＮＩＣ等のインターネットレジストリから割り当てられたグローバルＩＰアドレスとなりま
す。ただし、一部利用できない領域があります。（Ｐ４８②参照）

ＶＰＮ管理者は、ユーザーＩＤごとにＶＰＮで利用するＩＰアドレスを必要に応じて設定する
ことができます。また、設定後の変更も可能です（ＮＴＴ西日本で初期払出しされるＩＰアド
レスは、端末型払出しとなります）。
ＩＰアドレスの付与方法には、「①端末型払い出し」と「②ＬＡＮ型払い出し」の２つの方法
があり、ＶＰＮ契約者の利用環境等に合わせ、ＶＰＮ管理者により設定を行なっていただく必
要があります。

◆ＩＰアドレス／サブネットマスク

次ページへ

第３章 カスタマコントロールの概要
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ユーザーＩＤに対し、ＶＰＮ管
理者が予め設定したＩＰアドレ
スを払い出し

ＮＧＮ

ＶＰＮ管理者

設定

ＶＰＮ参加者

ユーザーＩＤ
:user02

10.X.X.10

ユーザーＩＤ
:user03

10.X.X.20
ＶＰＮ

ｶｽﾀﾏ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ﾕｰｻﾞーＩＤ IPｱﾄﾞﾚｽ
user02    10.X.X.10
user03    10.X.X.20

：

①端末型払い出し
ＶＰＮ参加者のユーザーＩＤに対し、サブネットマスクに255.255.255.255を設定する場合、端
末型払い出しとなります。ＶＰＮ契約回線に端末が接続されている場合等に利用します。

あて先に10.X.X.20を
指定することにより通
信可能

②以下のＩＰアドレス領域は、ネットワークアドレスも含め使用することができま
せん。（このＩＰアドレス領域を含むネットワークセグメントをＬＡＮ型払い出
しとして設定することはできません。）

設定上の注意点

①ＶＰＮ内でＩＰアドレスが重複しないようご注意願います。
東西接続サービスをご利用の場合は、ＮＴＴ東日本エリア側のフレッツ・ＶＰＮ ワイドとの
重複についても同様にご注意願います。

ＩＰアドレスは、以下の点に注意して設定する必要があります。

・０．０．０．０
・１０．１２８．０．０～１０．１２８．２５５．２５５
・２２４．０．０．０～２３９．２５５．２５５．２５５（クラスＤ）
・２４０．０．０．０～２５５．２５５．２５５．２５５（クラスＥ）

■ＩＰアドレス

図３－４－１ 端末型払出し例

第３章 カスタマコントロールの概要

次ページへ
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ＶＰＮ参加者

ユーザーＩＤ:user02
ＮＧＮ

ＶＰＮ管理者

設定

ＩＰアドレス：10.10.10.1
サブネットマスク：255.255.255.0

ルータ等

10.10.10.2

10.10.10.3

ユーザーＩＤに対して
予め設定されたＩＰア
ドレスおよびサブネッ
トマスクを払い出し

ＶＰＮ

ｶｽﾀﾏ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ

ユーザーＩＤ ＩＰアドレス サブネットマスク
user02 10.10.10.1 255.255.255.0
user03 10.10.20.1 255.255.255.0

：

10.10.10.0/24のﾈｯﾄﾜｰｸ

ＬＡＮ上での
ＩＰアドレス

②ＬＡＮ型払い出し
ＶＰＮ参加者のユーザーＩＤに対し、 任意のサブネットマスク（255.255.255.255以外）を設
定する場合、ＬＡＮ型払い出しとなります。ＶＰＮ契約回線の環境にＬＡＮが接続されている
場合等に利用し、ＬＡＮ上の各端末をあて先として指定することが可能となります。

あて先に10.10.10.3を指定

してＬＡＮ上の端末と通
信可能

図３－４－２ ＬＡＮ型払出し例

第３章 カスタマコントロールの概要

次ページへ
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②以下のＩＰアドレスおよびサブネットマスクは使用できません。

設定上の注意点

・ご利用いただけないＩＰアドレス領域

①ＶＰＮ内でＩＰアドレス及びネットワークのアドレス体系が重複しないようご注意願います。
東西接続サービスをご利用の場合は、ＮＴＴ東日本エリア側のフレッツ・ＶＰＮ ワイドとの
重複についても同様にご注意願います。

ＩＰアドレスの設定は、以下の点に注意して設定する必要があります。

（参考１）ＩＰアドレスが重複している場合の例

ＶＰＮ参加者Ａ ＩＰアドレス １９２．１６８．１．１
サブネットマスク ２５５．２５５．２５５．０

ＶＰＮ参加者Ｂ ＩＰアドレス １９２．１６８．１．１
サブネットマスク ２５５．２５５．２５５．０

（参考２）ネットワークのアドレス体系が重複している場合の例

ＶＰＮ参加者Ａ ＩＰアドレス １９２．１６８．１２９．３０
サブネットマスク ２５５．２５５．２５５．２２４
ネットワーク範囲 １９２．１６８．１２９．０～３１

ＶＰＮ参加者Ｂ ＩＰアドレス １９２．１６８．１２９．３１
サブネットマスク ２５５．２５５．２５５．２４０
ネットワーク範囲 １９２．１６８．１２９．１６～３１

注）このＩＰアドレス領域を含むネットワークセグメントをＬＡＮ型払い出しとして設定する
ことはできません。

・０．０．０．０
・１０．１２８．０．０～１０．１２８．２５５．２５５
・２２４．０．０．０～２３９．２５５．２５５．２５５（クラスＤ）
・２４０．０．０．０～２５５．２５５．２５５．２５５（クラスＥ）

・ご利用いただけないサブネットマスク

「０．０．０．０」「１２８．０．０．０」「１９２．０．０．０」「２２４．０．０．０」
「２４０．０．０．０」「２４８．０．０．０」「２５２．０．０．０」「２５４．０．０．０」

第３章 カスタマコントロールの概要
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ユーザーＩＤの登録状況や利用状況、登録内容詳細を確認することが可能です。また、利用さ
れていないユーザーＩＤに関してはＶＰＮ管理者により削除することが可能です。

ユーザーＩＤに関しては、ＶＰＮ参加者の申込み前に限り、ＶＰＮ管理者によってカス
タマコントロール画面から削除することが可能です。

設定上の注意点

・ＶＰＮ暗証番号はセキュリティ上の観点から、定期的に変更することを推奨します。

設定上の注意点

設定方法はＰ59～Ｐ60

設定方法はＰ71～Ｐ72

ＶＰＮ暗証番号の変更を行うことができます。旧ＶＰＮ暗証番号を入力後、新しいＶＰＮ暗証
番号を入力することにより変更が可能です。

ＶＰＮ暗証番号 半角英数字 ４桁

設定方法はＰ67

ＶＰＮ管理者は、新たなＶＰＮ参加者用のアカウント情報を登録することが可能です。

３．４．２．ユーザーＩＤ一覧表示および登録内容詳細確認

３．４．３．アカウントの新規登録

３．４．６．ＶＰＮ暗証番号の変更

次ページへ

第３章 カスタマコントロールの概要

設定方法はＰ68～Ｐ69

参加者申込の事前準備として、ご利用中のプランの利用上限拠点以内でアカウントを一括登録
ができます。

３．４．４．アカウント情報の一括登録

設定方法はＰ70

契約中、未契約（登録のみ）状態の全てのアカウント情報のダウンロードができます。

３．４．５．アカウント情報のダウンロード
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本機能を利用することにより、ユーザー認証に関わる認証ログ等を確認することができます。

ログファイルダウンロード

ユーザー認証の状況（通信開始、通信終了、認証失敗）が時系列に表示されたログファイル
を、

１日ごとにＣＳＶ形式の圧縮ファイル（ＺＩＰ形式）にてダウンロードが可能です。
前日から６２日前までのログファイルのダウンロードを行うことができます。

設定方法はＰ72～Ｐ73

・ダウンロードファイルの利用において、ＺＩＰファイルの解凍ソフトはお客さまにて
ご用意いただく必要があります。

ご利用上の注意点

AccessLog_080818.log.zip

AccessLog_080203.log.zip

AccessLog_080203.log.zip

３．４．７．ログリポート

第３章 カスタマコントロールの概要

図３－４－７ ログリポート出力イメージ
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ＶＰＮ管理者は、ＶＰＮの運用において以下のような管理および設定等を行っていただく必要が
あります。

３．５．ＶＰＮ管理者が行うこと３．５．ＶＰＮ管理者が行うこと

ＶＰＮ参加者情報の確認・変更および通知

ＶＰＮへの参加を承諾した場合、ＶＰＮ参加者が利用する情報をカスタマコントロールにて確認・変
更するとともに、必要な情報をＶＰＮ参加者に通知します。

ＶＰＮ参加者情報の変更・削除

ＶＰＮ参加者情報（ＩＰアドレス等）を必要に応じて変更します。

ＶＰＮ参加者がパスワードを紛失した場合にもパスワード変更として対応します。

利用されていないユーザーＩＤに関しては、ＶＰＮ管理者により削除することが可能です。

ＶＰＮ参加者情報の登録

ＶＰＮ管理者は、新たなＶＰＮ参加者用のアカウント情報を登録することが可能です。

ＶＰＮ暗証番号の変更

ＶＰＮ暗証番号は、ＶＰＮ管理を行う上で非常に重要な情報です。ＶＰＮのセキュリティ向上のため、
定期的に変更することを推奨します。

３．５．１．ＶＰＮ管理者が実施頂く内容

第３章 カスタマコントロールの概要
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サービス申込受付ページ

通信可能

ＶＰＮ情報および
ＶＰＮ参加者情報

通知

参加者申し込み希望

開通済みＶＰＮ参加申し込み

開通

ＶＰＮ管理者がＶＰＮへの参加を承諾したユーザーがいた場合、ＶＰＮ管理者は 必要に応じて

ＩＰアドレスの修正、かつ必要な情報（企業識別子・ＶＰＮ暗証番号・ユーザーＩＤ）をＶＰＮ

参加希望者に通知する必要があります。

ＶＰＮ参加者情報
を、必要に応じて

開通済みＶＰＮ参加者に
通知

工事

・企業識別子
・ＶＰＮ暗証番号
・ユーザーＩＤ

サービス申込受付ページ

カスタマコントロール
ＶＰＮアカウント情報

の新規登録

Ｐ67

３．５．２．ＶＰＮ参加者申込み～開通時の流れ

第３章 カスタマコントロールの概要

Ｐ17

ＶＰＮ管理者 ＶＰＮ参加者 ＮＴＴ西日本
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パスワード紛失申出

確認

ＶＰＮ管理者 ＶＰＮ参加者 ＮＴＴ西日本

ＶＰＮ管理者は、ＶＰＮ参加者からパスワード紛失の申し出を受けた場合、カスタマコント
ロールを利用して該当するユーザーＩＤのパスワードを変更します。

新パスワードの通知

通信可能

第３章 カスタマコントロールの概要

サービス申込受付ページ

カスタマコントロール
ＶＰＮ契約者登録内容の

設定変更･削除

Ｐ64～Ｐ66

！！ ＶＰＮ管理者のパスワード紛失
ＶＰＮ管理者がパスワードを紛失した場合にも、カスタマコントロールにてパスワードを再設定することが
可能です。

３．５．３．ＶＰＮ参加者のパスワード紛失時の流れ
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第 ４ 章

カスタマコントロールの操作
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アカウント設定

ＶＰＮ暗証番号変更

ログリポート

ユーザーＩＤ一覧表示

ＩＰアドレス一覧表示

ユーザーＩＤ検索一覧表示ユーザーＩＤ検索一覧表示

アカウント詳細

一覧表示

ユーザーＩＤ順に登録されているユーザーＩＤ
を一覧表示します。ー

ＩＰアドレス順に登録されているユーザーＩＤ
を一覧表示します。

検索条件に従い登録されているユーザＩＤを
一覧表示します。

一覧表示において選択したユーザーＩＤの詳細情報を表示しま
す。一部設定の変更（パスワード／ＩＰアドレスの修正）ができま
す。ＶＰＮ管理者およびＶＰＮ参加者のパスワード変更も可能で
す。また、未利用のアカウントについては、ユーザーＩＤの変更、
およびアカウントの削除が可能です。

ＶＰＮの暗証番号を変更できます。

ログファイルのダウンロードを行います。

メニュー
Ｐ59～Ｐ60

Ｐ61～Ｐ62

Ｐ63

Ｐ64～Ｐ66

Ｐ71～Ｐ72

Ｐ73～Ｐ74

４．１．カスタマコントロール全体構成４．１．カスタマコントロール全体構成

第４章 カスタマコントロールの操作

アカウントの新規登録
ＶＰＮ管理者は、新たなＶＰＮ参加者用のアカウント情報を
登録することが可能です。

Ｐ67

アカウント一括登録

参加者申込の事前準備として、ご利用中のプランの利用上
限拠点以内でアカウントを一括登録ができます。

Ｐ68～Ｐ69

アカウント情報ダウンロード

アカウント情報のダウンロードができます。

Ｐ70
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・利用中 ：ＶＰＮ契約者が登録されているユーザー
ＩＤです。

・申込可能：ＶＰＮ契約者が登録されていないユー
ザーＩＤです。

※【状態】はＶＰＮ契約者のＶＰＮ接続状態を
表すものではありません

【ＩＰアドレス】
各ユーザーＩＤに設定されているＩＰアドレスを表
示します。

ここでは、ＶＰＮ契約者情報の検索手順について説明します。検索方法には、「ユーザーＩＤ
一覧表示」、「ＩＰアドレス一覧表示」、 「検索一覧表示」があります。

２２ アカウント設定メニュー画面が表示されるので、
ユーザーＩＤ一覧表示をクリックします。

１１ 管理者メニュー画面よりアカウント設定を選
択します。

【サブネットマスク】
各ユーザーＩＤに設定されているサブネットマス
クを表示します。

【状態】
ユーザーＩＤの利用の有無を表示します。

【ユーザーＩＤ】
ユーザーＩＤを表示します。

この画面では、ＶＰＮの全てのユーザーＩＤを一覧で
確認できます。

３３ ユーザーＩＤ一覧が、表示されます。

以下に、アカウント一覧表示の表示項目について説明し
ます。

表示項目について

４．２．１．ユーザーＩＤ一覧表示

ユーザーＩＤを再利用する場合、該当ユーザーＩＤを利
用していた前ＶＰＮ参加者のパスワード変更有無を確認
する必要があります。
変更している場合、変更後のパスワードにて利用が
可能となります。
変更後のパスワードが不明な場合、「４．３．ＶＰＮ
契約者登録内容の設定変更（Ｐ６４～Ｐ６６）」
の手順により、パスワードを再設定してください。

ユーザーＩＤ再利用について

【アカウント設定】を
クリック。

【ユーザーＩＤ一覧を
クリック。

４．２．ＶＰＮ契約者情報の確認４．２．ＶＰＮ契約者情報の確認

！！

！！

次ページへ

第４章 カスタマコントロールの操作
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５５

４４ ユーザーＩＤ毎に設定内容の詳細を確認しま
す。

選択するユーザーＩＤの【詳細】
をクリック。

この画面では、新規登録したユーザーＩＤの詳細な設定
内容を確認できます。

設定変更画面では、登録したユーザーＩＤ毎に設定内容
の変更ができます。設定変更の手順について
は「４．３．ＶＰＮ契約者登録内容の設定変更
（Ｐ６４～Ｐ６６）」をご覧ください。

設定内容を変更する場合

以上で、登録内容の確認は完了です。

設定変更画面にて設定内容を確認します。

【前画面に戻る】をクリックし、
アカウント一覧表示画面へ。

！！

第４章 カスタマコントロールの操作
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ここでは、各ユーザーＩＤに登録したＩＰアドレス一覧を表示します。

２２ アカウント設定メニュー画面が表示されるので、
ＩＰアドレス一覧表示をクリックします。

１１ 管理者メニュー画面よりアカウント設定を選
択します。 ３３ ＩＰアドレス一覧が、表示されます。

以下に、ＩＰアドレス一覧表示の表示項目について説明
します。

表示項目について

ユーザーＩＤを再利用する場合、該当ユーザーＩＤを利
用していた前ＶＰＮ参加者のパスワード変更有無を確認
する必要があります。
変更している場合、変更後のパスワードにて利用が
可能となります。
変更後のパスワードが不明な場合、「４．３．ＶＰＮ
契約者登録内容の設定変更（Ｐ６４～Ｐ６６）」の
手順により、パスワードを再設定してください。

ユーザーＩＤ再利用について

【ＩＰアドレス一覧】
をクリック。

【サブネットマスク】
各ユーザーＩＤに設定されているサブネットマス
クを表示します。

【状態】
ユーザーＩＤの利用の有無を表示します。

・利用中 ：ＶＰＮ契約者が登録されているユーザー
ＩＤです。

・申込可能：ＶＰＮ契約者が登録されていないユーザー
ＩＤです。

※【状態】はＶＰＮ契約者のＶＰＮ接続状態を
表すものではありません

【ＩＰアドレス】
各ユーザーＩＤに設定されているＩＰアドレスを
表示します。

【ユーザーＩＤ】
ユーザーＩＤを表示します。

【アカウント設定】を
クリック。 ！！

！！

４．２．２．ＩＰアドレス一覧表示

次ページへ

第４章 カスタマコントロールの操作
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５５

４４ ユーザーＩＤ毎に設定内容の詳細を確認します。

選択するユーザーＩＤの【詳細】
をクリック。

設定変更画面にて設定内容を確認します。

設定変更画面では、ＮＴＴ西日本にて払いだされた
ユーザーＩＤ毎に一部設定内容の変更ができます。設
定変更の手順については「４．３．ＶＰＮ契約者登録
内容の設定変更（Ｐ６４～Ｐ６６ ）」をご覧ください。

設定内容を変更する場合

以上で、登録内容の確認は完了です。

この画面では、新規登録したユーザーＩＤ毎に詳細な設
定 内容を確認できます。

【前画面に戻る】をクリックし、
アカウント一覧表示画面へ。

！！

第４章 カスタマコントロールの操作
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ここでは、検索条件に従い登録されているＶＰＮ参加者のユーザーＩＤを一覧表示します。

２２ 検索条件となる項目を入力し、検索を実行します。

１１ 管理者メニュー画面よりアカウント設定を選
択します。

３３

検索条件について

以下に、検索項目の設定方法について説明します。なお、
複数の項目において検索条件を指定することもできます。

【ユーザーＩＤ】による検索

文字列の指定によりユーザーＩＤの検索をします。
（完全一致している必要があります）

ＩＰアドレスの入力により検索します。また、入力欄
を空欄にすることで、ワイルドカード検索もできます。
（オクテット毎に完全一致）

ワイルドカード指定による検索例

検索条件 検索結果

192.168.10.0
192.168.10.2

192.168.10.255

検索結果として「192.168.10.0～255」を含む
ものがすべて表示されます。

192 168 10

ここを空欄で検索

【ＩＰアドレス】による検索

【状態】による検索

ＶＰＮ参加者のユーザーＩＤの利用状態を選択する
ことにより検索します。「利用」もしくは「申込可
能」のどちらかをプルダウンメニューで選択するこ
とで検索します。

検索条件に一致したユーザーＩＤが表示されます。

表示項目について

表示項目については、「４．２．１ユーザーＩＤ一覧
表示（Ｐ５９～Ｐ６０）」をご覧ください。

①検索条件となる項目
を入力。

【アカウント設定】を
クリック。

【詳細】をクリックし、ア
カウント詳細情報画面へ。

【前画面へ戻る】を
クリックし、検索画
面へ。

②【検索】をクリック。

！！

！！

４．２．３．ユーザーＩＤ検索一覧表示

第４章 カスタマコントロールの操作
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ここでは、すでに登録してあるＶＰＮ契約者登録内容の設定変更について説明します。ＶＰＮ
参加者のパスワード変更もこの手順で変更します。

１１ 「５．２．１ユーザーＩＤ一覧表示（Ｐ５９、Ｐ６０）」
の手順により、ユーザーＩＤの一覧を表示します。 ２２ 設定の変更を行います。

ＶＰＮ参加者登録の設定変更は、まず「４．２．１ユーザーＩＤ一覧表示（Ｐ５９、Ｐ６０）」、「４．２．２ＩＰアドレス
一覧表示（Ｐ６１、Ｐ６２）」、「４．２．３ユーザーＩＤ検索一覧表示（Ｐ６３）」のいずれかにより、設定変更の対象と
なるＶＰＮ参加者を検索します。ここでは、 「４．２．１ユーザーＩＤ一覧表示（Ｐ５９、Ｐ６０）」により検索したＶＰ
Ｎ参加者に対しての設定変更について説明します。

「４．２．２ＩＰアドレス一覧表示（Ｐ６１、Ｐ６
２）」、「４．２．３ユーザーＩＤ検索一覧表示
（Ｐ６３）」からの手順についても同様です。

設定変更するユーザーＩＤの【詳細】
ボタンをクリック。

設定変更項目について
以下に、項目毎の設定方法について説明します。

①【ＩＰアドレス・サブネットマスク】の変更

新たに設定するＩＰアドレスまたはサブネットマスク
を上書き入力します。（現状設定中のＩＰアドレス・サ
ブネットマスクが画面上表示されてます）

設定上の注意

・以下のＩＰアドレスは登録できません。
「0.0.0.0」「224.0.0.0～239.255.255.255」
「240.0.0.0～255.255.255.255」
「10.128.0.0～10.128.255.255」
注）このＩＰアドレス領域を含むネットワークセグメ ント

を登録することはできません。

・以下のサブネットマスクは登録できません。

「0.0.0.0」「128.0.0.0」「192.0.0.0」「224.0.0.0」
「240.0.0.0」「248.0.0.0」「252.0.0.0」「254.0.0.0」

変更終了後【次へ】をクリック

①

②

！！

！！

！！

！！

４．３．ＶＰＮ契約者登録内容の設定変更・削除４．３．ＶＰＮ契約者登録内容の設定変更・削除

次ページへ

第４章 カスタマコントロールの操作
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４４ 正常に変更が終わると確認画面が表示されます。

以上で、ＶＰＮ契約者登録内容の設定変
更は完了です。

３３ 設定の更新を実施してよければ、「設定」ボタンを
クリックします。

②【パスワード】の変更

新たに設定するパスワードを入力します。

【備考】の変更
備考の内容を上書き入力します。

設定上の注意
「パスワード」に入力できる文字、文字数には以下の
制限があります。

パスワード

フレッツ・ISDN
20文字以内

フレッツ・ISDN以外
30文字以内

半角英数字および記号。ただし、
以下の記号を除く。

「:」コロン、「@」アットマーク
「,」カンマ、「￥」円マーク
「“」ダブルクォーテーション
「$」ドル、「 」スペース

文字数 入力可能文字

半角英字については、「大文字」と「小文字」を区別します。

【設定】をクリック。

【初期メニューへ戻る】をクリックし、
初期メニュー画面へ。

！！

第４章 カスタマコントロールの操作
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ここでは、すでに登録してある未利用のＶＰＮ契約者登録内容の削除について説明します。

１１ 「４．２．１ユーザーＩＤ一覧表示（Ｐ５９、Ｐ６０）」
の手順により、ユーザーＩＤの一覧を表示します。 ３３ 設定の削除を行います。

未利用のＶＰＮ参加者登録の設定変更は、まず「４．２．１ユーザーＩＤ一覧表示（Ｐ５９、Ｐ６０）」、「４．２．２ＩＰ
アドレス一覧表示（Ｐ６１、Ｐ６２）」、「４．２．３ユーザーＩＤ検索一覧表示（Ｐ６３）」のいずれかにより、削除の対
象となるＶＰＮ参加者を検索します。ここでは、 「４．２．１ユーザーＩＤ一覧表示（Ｐ５９、Ｐ６０）」により検索した
ＶＰＮ参加者に対しての設定変更について説明します。

内容確認後【削除】をクリック。①削除するユーザーＩＤの【詳細】ボタン
をクリック。
（状態表示が“申込み可能”であること）

２２ 削除する設定を決定します。

４４ 削除完了。

【管理者メニューへ戻る】をクリックし、
管理者メニュー画面へ。

以上で、ＶＰＮ契約者登録内容の設定削
除は完了です。

255

！！

！！ 「４．２．２ＩＰアドレス一覧表示（Ｐ６１、Ｐ６
２）」、「４．２．３ユーザーＩＤ検索一覧表示
（Ｐ６３）」からの手順についても同様です。

第４章 カスタマコントロールの操作

内容確認後【削除】をクリック。



67

ＶＰＮ管理者が契約前のアカウント情報を設定できます。

２２ アカウント登録入力画面が表示されるので、各項
目を入力します。

１１ 管理者メニュー画面よりアカウント設定を選
択します。 ３３ アカウント登録確認画面が表示されます。

ここでは、ＶＰＮアカウント情報の新規登録手順について説明します。

【アカウント登録】を
クリック。

各項目入力後【次へ】
をクリック。

入力内容確認後【登録】
をクリック。

４４ 正常に登録が終わるとアカウント登録完了画面が
表示されます。

以上で、ＶＰＮ契約者情報の新規登録は
完了です。

【管理者メニューへ戻る】をクリックし、
管理者メニュー画面へ。

！！

４．４．ＶＰＮアカウント情報の新規登録４．４．ＶＰＮアカウント情報の新規登録

次ページへ

第４章 カスタマコントロールの操作

！！ ご利用プランの最大拠点数を超えるアカウントの登録
はできません。プラン10、プラン10プラス、プラン30、
プラン30プラスについては、ＶＰＮ開設時に、初期ア
カウント情報が設定されていますので、不要なアカウ
ントを削除してからアカウントを登録してください。
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第４章 カスタマコントロールの操作

４．５．ＶＰＮアカウント情報の一括登録４．５．ＶＰＮアカウント情報の一括登録

ここでは、ＶＰＮ管理者のみが操作できるアカウント情報の一括登録手順について説明します。
アカウント情報の一括登録を行っても、ＶＰＮ参加者の開通はされません。ＶＰＮ参加者の開通に
ついては、第２章『２．１．２開通済みＶＰＮへの参加』に従ってお申込頂くか、若しくは弊社販
売担当者へ書面にてお申込を頂く必要がございますのでご注意願います。

２２ アカウント一括登録の画面が表示されるので、
ファイルパスを参照ボタンで指定し、最後に一括
登録ボタンで登録します。

１１ 管理者メニュー画面よりアカウント一括登録
を選択します。

３３

【アカウント一括登録】
をクリック。

一括登録が完了したら管
理者画面へ戻ります。

以上で、ＶＰＮアカウント情報の一括登
録は完了です。
あくまでも契約前の参加者のアカウント
を登録する操作であり、お申込は別途
必要となりますのでご注意願います。

デスクトッ
プ等に保存
しているCSV
ファイルを
選択。

入力内容確認後【登録】
をクリック。

！！ 登録するファイルは「,」区切りのCSVファイル形式で
ある必要があります。
【以下記述の順序制】
ユーザーID,パスワード,IPアドレス,サブネットマスク

abc123,pass123,192.168.1.1,255.255.255.255
dfg123,pass456,192.168.1.2,255.255.255.255
・
・
・
xyz123,pass123,192.168.1.3,255.255.255.255

正常に一括登録が終わるとアカウント一括登録完了
画面が表示されます。

次ページへ

！！ ご利用プランの最大拠点数を超えるアカウントの登録
はできません。プラン10、プラン10プラス、プラン30、
プラン30プラスについては、ＶＰＮ開設時に、初期ア
カウント情報が設定されていますので、不要なアカウ
ントを削除してからアカウントを登録してください。
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【ユーザーＩＤ】
ユーザーＩＤの入力条件は以下の通りです。
・フレッツ・ＩＳＤＮ：半角20文字以内

フレッツ・ＩＳＤＮ以外：半角30文字以内。

・以下の文字は登録できません。
「:」、「@」、「,」、「¥」、「“」、「$」、
「 」スペース

・「user」で始まるものは指定できません。
（「user」の大文字、小文字が混在している場合も

指定できません）
・「企業識別子」と「ユーザーＩＤ」の桁数の合計は、62

桁以内である必要があります。62桁を超えた場合の
挙動は保証いたしかねます。

【パスワード】
パスワードの入力条件は以下の通りです。
・半角30文字以内。
・以下の文字は登録できません。

「:」、「@」、「,」、「¥」、「“」、「$」、
「 」スペース

【IPアドレス／サブネットマスク】

・「IPアドレス」に、以下は登録できません。
(1)0.0.0.0
(2)10.128.0.0 ～10.128.255.255
(3)224.0.0.0 ～239.255.255.255
(4)240.0.0.0 ～255.255.255.255
(注) このIPアドレス領域を含むネットワークセグメ

ントは登録できません。

・「サブネットマスク」に、以下は登録できません。
0.0.0.0、128.0.0.0、224.0.0.0、240.0.0.0、
248.0.0.0、252.0.0.0、254.0.0.0 

以下に、アカウント登録入力画面に表示される入力項目に
ついて説明します。

入力項目について

第４章 カスタマコントロールの操作
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第４章 カスタマコントロールの操作

４．６．ＶＰＮアカウント情報のダウンロード４．６．ＶＰＮアカウント情報のダウンロード

ここでは、ＶＰＮ管理者のみが操作できるアカウント情報のダウンロード手順について説明
します。
アカウント情報のダウンロードを行うと、ご利用中（契約済み）のＶＰＮ参加者のアカウントだけ
でなく、契約前のＶＰＮ参加者登録のアカウント情報もダウンロードされます。

１１ 管理者メニュー画面よりアカウント情報ダウ
ンロードを選択します。

【アカウント情報ダウン
ロード】をクリック。

！！ 所定の端末に保存願います。
ダウンロードファイルの拡張子は*.csvとなります。
【ファイル内の表示順序制】
回線情報,ユーザーID,IPアドレス,サブネットマスク

CAF500000****,abc123,192.168.1.1,255.255.255.255
L***************,dfg123,192.168.1.2,255.255.255.255
・
・
・
CAF500000****,pass123,192.168.1.3,255.255.255.255

※回線情報はフレッツ･VPN ワイドが契約されている
アクセスサービスのお客さまIDまたは回線IDが表示され
ます。

※回線情報はアクセスラインにより表示方法が変わります。

具体的には以下の通り。
・フレッツ 光ネクストの場合

⇒「CAF+10桁数字」で表記されるフレッツ光ネクスト
のお客さまID

・フレッツ 光ネクスト以外の場合
⇒「L+15桁英数字」で表記されるフレッツアクセス
サービスの回線ID

２２

[アカウント一括登録DLファイル名（初期値）]
ダウンロードしたアカウント情報の保存ファイル形式は
以下のとおりです。

★ファイル名規則
account＋年月日 ＋ 企業識別子 ＋拡張子
(user01)  (20080501) (cvn1234567890) (.csv)
★例示
user0120080501cvn1234567890.csv

！！

ファイルのダウンロード画面が表示されます。

ダウンロード先を指定します。

①【保存する場所】を指定。

「ダウンロードの完了」のメッセージが表示され、
指定した保存場所にダウンロードされます。

以下、操作手順を説明します。

②【保存（Ｓ）】をクリック。

【保存（Ｓ）】をクリック。

user0120080501cvn1234567890.csv

user0120080501cvn1234567890.csv

３３

４４
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ここでは、ＶＰＮ暗証番号変更について説明いたします。本操作を行うことにより、ＶＰＮ暗証
番号の変更を行うことができます。

２２ ＶＰＮ暗証番号設定画面を開きます。

１１ 管理者メニュー画面よりＶＰＮ暗証番号変更
を選択します。

【旧ＶＰＮ暗証番号】 ：現在使用しているＶＰＮ暗証番号を入力。

【新ＶＰＮ暗証番号】 ：新しいＶＰＮ暗証番号（変更後のＶＰＮ
暗証番号）を入力。

旧ＶＰＮ暗証番号

新ＶＰＮ暗証番号（確認）

新ＶＰＮ暗証番号

半角英数４桁

半角英数４桁

半角英数４桁

設定上の注意

③【次へ】をクリック。

半角英字については、「大文字」と「小文字」を区別します。

３３ ＶＰＮ暗証番号を変更してよければ、【更新】ボタンを
クリックします。

【暗証番号変更】をクリック。

①【旧ＶＰＮ暗証番号】に現在のＶＰＮ暗証番
号を入力。

②【新ＶＰＮ暗証番号】、【新ＶＰＮ暗証番号
（確認）】に新しいＶＰＮ暗証番号を入力。

【更新】をクリック。

！！

４．７．ＶＰＮ暗証番号変更４．７．ＶＰＮ暗証番号変更

次ページへ

第４章 カスタマコントロールの操作
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正常に変更が終わると確認画面が表示されます。４４

第４章 カスタマコントロールの操作

以上で、ＶＰＮ暗証番号変更は完了です。

【管理者メニューに戻る】をクリック。
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ここでは、ログリポートによりユーザーＩＤ毎のＶＰＮへの認証状況等を確認するための手順に
ついて説明します。ログリポートでは、指定した日付毎の認証ログの詳細がダウンロードできま
す。

認証ログの記録期間について

本サービスでは、前日から62日前までの認証ログを保存しています。それ以前の認証ログについ
て管理が必要な場合は、お客さまにて保存をお願いします。

ダウンロード確認（ログファイルのダウンロード）

認証ログの詳細をダウンロードします（ＣＳＶ形式のログファイルをＺＩＰ形式に圧縮したものがダウンロードされます）。

１１ 初期メニュー画面にてログリポートを選択します。

２２ ダウンロード確認をします。

【ダウンロードの対象選択】をクリック。

３３ ダウンロードする対象を選択します。

ダウンロードの対象期間について

【１日分】
１日分のログは00：00～23：59までの24時間分となり
ます。

【ログリポート】をクリック。

②【ダウンロード】をクリック。

①対象とする日を選択。

！！

！！

４．８．ログリポート４．８．ログリポート

！！

次ページへ

第４章 カスタマコントロールの操作
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４４ ファイルのダウンロード画面が表示されます。

５５ ダウンロード先を指定します。

①【保存する場所】を指定。

６６ 「ダウンロードの完了」のメッセージが表示され、
指定した保存場所にダウンロードされます。

以上で、ログファイルのダウンロードは
完了です。
ダウンロード後、任意の解凍ソフトで
ＺＩＰ形式ファイルの解凍を行ってくだ
さい。

以下、操作手順を説明します。

②【保存（Ｓ）】をクリック。

【保存（Ｓ）】をクリック。

解凍後、CSV形式のファイルを任意の表計算ソフト等
で開きます。

表示項目について

以下に、ログ一覧表示の表示項目について説明します。
（なお、ＣＳＶファイルは各項目がカンマで区切られています）

７７

イベント発生日
通信開始、通信終了及び認証失敗が発生した
年月日を表示します。

イベント

発生時刻

通信開始、通信終了及び認証失敗
が発生した時刻を表示します。

イベント種別
Start（通信開始）、Stop（通信終了）、NAK
（認証失敗）を表示します。

ユーザーＩＤ
接続要求してきたＶＰＮ参加者ＩＤ又はＶＰ
Ｎ管理者ＩＤを表示します。

回線番号等 通知されたフレッツナンバー等を表示します。

ＩＰアドレス
（※１）

ユーザーＩＤに対して払い出された
ＩＰアドレスを表示します。

セッションＩＤ
（※１）

認証成功時に確立したセッションを識別する
ために付与するＩＤを表示します。

ＮＧ理由

（※２）

認証結果が失敗であった場合のＮＧ理由を表
示します。
ＮＧの理由は、次のとおりです。
○アカウント未登録

：登録されていないユーザーＩＤからの
認証要求である
○発信者番号等不一致

：発信者番号等が登録されているものと
一致しない
○パスワード不一致

：パスワードが登録されているものと一
致しない
○二重ログイン
：二重ログインしようとしている

○その他
：上記以外のエラー

AccessLog_080818.log.zip

AccessLog_080818.log.zip

！！

第４章 カスタマコントロールの操作
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サービス申込受付ページ
ＶＰＮ管理者 ＶＰＮ参加者

サービス申込

ＶＰＮ開設（新規） ○ ×

ＶＰＮ参加者申込（新規） × ○※１

プラン変更 ○ ×

ＶＰＮ契約解除 ○※２ ×

ＶＰＮ参加者廃止 ○※３ ○

ＶＰＮ管理者変更 ○※４ ○※４

カスタマコントロール ＶＰＮ管理者 ＶＰＮ参加者

ＶＰＮ暗証番号の変更 ○ ×

ユーザーＩＤの変更 ○※５ ×

全ユーザーＩＤのパスワード変更 ○ ×

全ユーザーＩＤの払い出しＩＰアドレスの変更 ○ ×

接続認証ログのダウンロード ○ ×

自パスワードの変更 ○ ○

アカウント一括登録 ○ ×

アカウント情報ダウンロード ○ ×

ユーザーＩＤ一覧表示 ○ ×

※１ 料金請求方法として管理者一括請求を選択されたＶＰＮに対し、サービス申込受付ページからは

お申込はできません。また、アクセスサービスがフレッツ 光ネクスト ハイスピードタイプで

お申込の場合、サービス申込受付ページからのお申込ができない場合がございます。

※２ 本サービスの利用において、アクセスサービスとしてフレッツ 光ネクスト以外をご利用回線と

するＶＰＮ参加者契約が存在する場合、ＶＰＮ契約解除を実施できません。

※３ アクセスサービスとしてフレッツ 光ネクスト以外をご利用回線とするＶＰＮ参加者については、

ＶＰＮ管理者によるＶＰＮ参加者廃止は実施できません。

※４ ＶＰＮ管理者変更には、新管理者（申込時点でＶＰＮ参加者である必要があります）と現管理者の

双方からの申込が必要です。

※５ ＶＰＮ参加者が契約中のユーザーＩＤは、変更することができません。

＜参考＞サービス申込受付ページ 実施可能項目
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＜参考＞サービス申込受付ページ 利用可能パソコン環境について

サービス申込受付ページのご利用について動作確認を行っているOS及びブラウザは、以下のとおりです。

※上記以外の環境においては、動作確認を行っておりませんのでご利用いただけない場合がございます。

※上記のOSおよびブラウザのご利用であっても、お客さまお使いのパソコンのご利用環境によっては正しく

動作しない可能性がございます。

（「サービス申込受付ページ」を操作中に起動している他のソフトウェア等が起動していると正しく動作しない

可能性があります)

対応ＯＳ 対応ブラウザ（推奨）

Windows 10 Internet Explorer 11.0、Microsoft Edge

Windows 8.1 Internet Explorer 11.0

Windows 7 SP１ Internet Explorer 11.0
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