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HOME-UNIT クイックガイド 

Ｖer3.0 

§リモートアクセスの利⽤（Windows） 
１． HOME-UNIT のリモートアクセスについて 

HOME-UNIT の拡張サービスを利⽤すると、社外のネット
ワークにいる PC から、HOME-UNIT を経由して社内ネッ
トワークに接続することができます。 
HOME では、PC の接続用に専用のアプリケーションとして
「FortiClient」を利⽤します。 
※「FortiClient」をインストールできる PC に上限はありませんが、社内ネ
ットワークに同時に接続出来る台数に限りがあります。上限数は、契約内容
をご確認ください。 

 
２． FortiClient の動作環境 

「FortiClient」は以下の環境での動作を確認しています。 
 
● Windows XP(32bit) 
● Windows Vista、Windows 7、Windows 8（32bit/64bit） 

※デモ等を利⽤した事前の動作確認を推奨いたします。 
※全てのアプリケーション、用途での動作を保証するものではありません。 
 

３． PC のリモートアクセスセットアップ 
① HOME-PORTAL のヘルプ画面から、「HOME-UNIT」、

「●FortiClient のインストール」を選択します。 
② 「32bit 版」、「64bit 版」の適合する方を選択し、イ

ンストールプログラムをダウンロードします。 
③ ダウンロードしたインストーラを起動します。 

32bit 版：FortiClientSetup_4.3.5.0472.exe 
64bit 版：FortiClientSetup_4.3.5.0472_x64.exe 

④ セットアップが開始されますので、「次へ」をクリック
します。 

 
 

⑤ 「ソフトライセンス条項に同意します」にチェックして
「次へ」をクリックします。 

 

 

 

⑥ セットアップの種類：「カスタム」を選択します。 

 
 

⑦ IPSec VPN 以外の機能について、「この機能のすべて
のコンポーネントを使用できないようにします。」を選
択し、「次へ」をクリックします。 

 
⑧ インストールを開始します。「インストール」をクリッ

クしてください。 

 

 
 

インストールが完了しました。「完了」をクリックしてください。 

 
 

リモートアクセス編 
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４． アプリケーションコントロール 
Winny などの P2P ソフトや、インタスタントメッセンジャ
ーなど特定プログラムによる通信を遮断します。 

 
⑨ スタートメニューから「FortiClient」を起動します。 

 

⑩ 以下の画面が表示された場合、「はい」を選択します。 
必要に応じて「選択を記憶」にチェックしてください。 

 
⑪ FortiClient が起動したら、「VPN Connection」をクリ

ックします。 

 
⑫ 画面左下の「+」をクリックします。 

 

⑬ 「VPN Connection >> 接続を追加」設定画面が表示
されます。 

 
次のパラメータを設定します。 
設定項目 設定内容 
接続名  任意の名称を⼊⼒します。 例：HOME  
説明  必要に応じて説明もしくはコメントを⼊⼒します。  

タイプ  「IPSEC VPN （Simple VPN）」が選択されている
事を確認します。  

リモートGW  『HOME設定内容ご確認書』に記載する、 
リモートアクセス接続用IPアドレスを指定します。 

認証方法  「事前共有鍵」を選択します。  

事前共有鍵  『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、 
シークレットキーを指定します。  

認証 (XAuth)  接続時に⼿⼊⼒させる場合は、「ログイン時にプロン
プト」を選択します。予め「ユーザ名」を保存してお
く場合は「ログイン保存」を選択します。  

 
⑭ 以下の画⾯が表⽰されれば、設定は終了です。 

 
 

５． 社内のリモートアクセスの実⾏ 
① 社外のインターネットが利⽤できる環境で FortiClient

を起動し「接続」をクリックします。 
※社内ネットワークに接続されている状態での実施はお控ください。 
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② ユーザ名とパスワードの⼊⼒を求めるポップアップが

表示されます。『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、

リモートアクセス⽤ユーザ名および、パスワードを⼊⼒

し、「OK」をクリックしてください。 

 
③ FortiClient の画面で『ステータス』が「接続」と表示さ

れれば接続完了です。 

 

※切断をする場合は「切断」をクリックしてください。 
 
以上で社内のネットワークに接続できるようになりま
した。ファイルサーバなどに接続したい場合は、エクス
プローラーなどからファイルサーバの IP アドレスやホ
スト名を直接⼊⼒してアクセス出来るかどうか、ご確認
ください。 

※ステータスがアップになっても、社内のネットワークに接続出来な
い場合、社内のサーバや PC 側で設定が必要な場合があります。その
際は、お客様責任で PC、サーバ側の設定をおこなっていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

§リモートアクセスの利⽤
１． HOME-UNIT のリモートアクセスに

HOME-UNIT の拡張サービスを利⽤する
ワークにいる Mac から、HOME-UNIT を
トワークに接続することができます。 
HOME では、Mac の接続用に専用のアプ
て「FortiClient」を利⽤します。 
※「FortiClient」をインストールできる PC に上限は
ットワークに同時に接続出来る台数に限りがあります
をご確認ください。 

 
１． FortiClient の動作環境 

「FortiClient」は以下の環境での動作を確
 
● Mac OS 10.6 Snow Leopard 
● Mac OS 10.7 Lion 
● Mac OS 10.8 Mountain Lion  

（32bit/64bit 共通） 
 

※デモ等を利⽤した事前の動作確認を推奨いたします
※全てのアプリケーション、用途での動作を保証する
 

２． PC のリモートアクセスセットアップ
① HOME-PORTAL のヘルプ画面から、「

「●FortiClient のインストール」を選
② 「32bit 版」、「64bit 版」の適合す

ンストールプログラムをダウンロード
③ ダウンロードしたファイルを起動しま

FortiClient_4.0.2.134_macosx.dmg 

 
④ 左側のアイコンを右のフォルダへドラ

リケーションフォルダへインストール

 
⑤ アプリケーションフォルダに FortiCli

ルされます。 

以上でインストールが完了です。 
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３． 社内のリモートアクセス

① 社外のインターネット
を起動します。 

※社内ネットワークに接続

 
②  [IPSec VPN] をクリ

③  [ + ] をクリック

 
設定項目 設定内容
Connection Name 任意の名
Description 説明 

Remote Gateway 
『HOME
リモート
す。 

Pre-Shared Key 
『HOME
シークレ

 
④ ⼊⼒が終わったら Add
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⑤ 作成したポリシーを選択し、【ON】を

⑥ ユーザ名とパスワードの⼊⼒を求める
表示されます。「HOME 設定内容ご確認
リモートアクセス⽤ユーザ名及び、パス
ます。 

⑦ 接続が完了すると、ランプがグリー
ステータスが Connected となります

 
以上で社内のネットワークに接続でき
した。ファイルサーバなどに接続した
メニューの移動→サーバへ接続からフ
IP アドレスやホスト名を直接⼊⼒し
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出来ない場合、社内のサーバや PC 側で設定が必
その際は、お客様責任で PC、サーバ側の設定
ます。 
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ば、次回からはメニューバーの右上
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t を選択すると Forti Client が起動
Settings 画面が表示されるので
す。 
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§リモートアクセスの利⽤（iPhone/iPad） 
１． HOME-UNIT のリモートアクセスについて 

HOME-UNIT の拡張サービスを利⽤すると、お⼿持ちの
iPhone や iPad から HOME-UNIT を経由して社内ネットワ
ークに接続することができます。 
 
※iPhone、iPad を社内ネットワークに接続した後、ファイルサーバなどに
接続する方法については HOME のサービスとしてはサポート外となります。
お客様責任で、アプリケーションのインストールや接続設定等をおこなって
いただきます。 
 

２． iPhone/iPad の設定 
① 「 設 定 」 ア プ リ を 起 動 し 、 [ 一 般 ]>[ ネ ッ ト ワ ー

ク]>[VPN]にて、「VPN 構成を追加」をタップします。 

 

 
② 「IPSec」を選択し、次のパラメータを⼊⼒し、「保存」

をタップします。 

 
 

設定項目 設定内容 
説明 任意の値   例）HOME 

サーバ  『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、 
リモートアクセス接続用 IP アドレスを⼊⼒します。 

アカウント  『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、 
リモートアクセス用ユーザ名を⼊⼒します。  

パスワード  『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、 
リモートアクセス用パスワードを⼊⼒します。 

グループ名  (空白)  

シークレット  『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、 
シークレットキーを⼊⼒します。 

 
③ iPhone/iPad に設定が追加されたことを確認します。 

 

以上で iPhone/iPadの設定は修了です。 
 

３． iPhone/iPad からのリモート接続 
① 「 設 定 」 ア プ リ を 起 動 し 、 [ 一 般 ]>[ ネ ッ ト ワ ー

ク]>[VPN]にて、VPN のスイッチをスライドすると接
続が開始されます。「状況」が”接続中”となれば、接続
完了です。※前章でパスワードを空欄としていた場合、パスワード
の⼊⼒が求められます。 

 

 
※VPN 接続を終了する場合は、VPN のスイッチをオフにスライドして
ください。
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§リモートアクセスの利⽤（Android） 
１． HOME-UNIT のリモートアクセスについて 

HOME-UNIT の拡張サービスを利⽤すると、お⼿持ちの
Android 端末から HOME-UNIT を経由して社内ネットワー
クに接続することができます。 
 
※Android 端末を社内ネットワークに接続した後、ファイルサーバなどに接
続する方法については HOME のサービスとしてはサポート外となります。お
客様責任で、アプリケーションのインストールや接続設定等をおこなってい
ただきます。 
 

２． Android 端末の動作環境 
 
 Android OS 2.3以降 

 
※Android端末の実装内容は各機種、メーカー、キャリアにより異なります。 
このため、全ての Android 端末からの接続を保証するものではありません。 
※接続ができていた機器であってもキャリアのネットワーク設定変更等によ
り接続ができなくなる場合があります。 
 

３． Android 端末の設定 
 
※本手順は Android OS 4.0.3 にて作成しております。 
各機種、メーカー、バージョンにより表記が異なる場合があります。 
 
① 「設定」>「その他」>「無線とネットワーク」>「VPN

設定」にて「VPN ネットワークの追加」をタップしま
す。 

     

 
 

 

 

 
② 「VPN ネットワークの編集」にて、次のパラメータを入

⼒し、「保存」をタップします。 

     

設定項目 設定内容 
名前 任意の名前       例）HOME 
タイプ  L2TP/IPSec PSK 

サーバーアドレス 『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、 
IP アドレスを⼊⼒します。 

IPSec ID (未使用) 

IPSec 事前共有鍵 『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、 
シークレットキーを⼊⼒します。 

 
③ ⼊⼒が終わったら戻るボタンを2回押下し以下の画面よ

うに設定が追加されたことを確認します。 

 

④ 以上で Android端末の設定は修了です。 
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ご不明な点がありましたら、 

ホームコンタクトセンター (フリーダイヤル)  0120-188089 

まで、お問い合わせください。 

４． Android 端末からのリモート接続 
① 「設定」アプリを起動し、「その他」>「無線とネッ

トワーク」>「VPN 設定」にて設定した VPN 接続をタ
ップし、ユーザー名とパスワードを⼊⼒し「接続」を
タップします。 

   
設定項目 設定内容 

ユーザー名 
『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、 
リモートアクセス接続用ユーザー名を⼊⼒し
ます。 

パスワード  
『HOME 設定内容ご確認書』に記載する、 
リモートアクセス接続用パスワードを⼊⼒し
ます。 

 

表⽰が「接続されています」となれば設定完了です。 

 
 

 

※接続を終了する際はVPN接続を再度タップし切断して下さい。 

 

 
 

•Canon、iR はキヤノン株式会社の商標です。 
•Mac OS は米国 Apple Computer,Inc.の商標です。 
•Microsoft、Windows、WindowsXP/Vista/7/8、Exchange、Microsoft 
OFFICE、Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国お
よびその他の国における登録商標または商標です。 
•Android は、Google Inc.の商標または登録商標です。 
•iPhone、iPad、Multi-Touch は Apple Inc.の商標です。 
•Firefox は、米国 Mozilla Foundation の米国及びその他の国における
商標または登録商標です。 
•その他記載されている会社名、製品名等は、該当する各社の商標または
登録商標です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


