
リモートアクセス VPN 接続ソフト導入方法（2017 年 12 月版） 

 

リモートアクセス VPN 接続を利用する教職員はこのマニュアルに従いリモートアクセス VPN 接続ソフ

トをパソコンに導入してください。 

 

■リモートアクセスVPN接続利用対象者 

図書・情報センターに利用申請をおこなった専任教職員・嘱託職員 

 

■リモートアクセスVPN接続の対応状況 

対応 OS インストール・設定方法 

Windows 7 以降 当マニュアル２～3 ページ 

Mac OSX v10.8 Mountain Lion 以降 当マニュアル４～5 ページ 

iOS 9.0 以降 当マニュアル 6～7 ページ 

Android 4.1 以降 当マニュアル 7～8 ページ 

 

■リモートアクセスVPN接続ソフトのダウンロード 

下記のメーカーホームページからリモートアクセス VPN 接続ソフト「Forti Client」を入手してくださ

い。 

http://www.forticlient.com/downloads 

 

 

※iOS は AppStore、Android は Google Play へのリンクとなっています。 

※すべて無料のソフトです。 
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１．Windows 用リモートアクセスVPN接続ソフト（FrtiClient）のインストールと設定 

【インストール手順】次の手順でインストールしてください 

１．先のメーカーホームページからダウンロー

ドしたファイルをダブルクリックするとイン

ストールが始まります。「Yes, I have read and 

accept the」のチェックボックスにチェックを

入れ「Next」をクリック 

 

2．「Secure Remote Access」にチェックを入れ

「Next」をクリック 

 

 

 

 

3．どのフォルダーにインストールするか聞かれ

ます。通常ここは初期値のまま変更せずに

「Next」をクリック 

 

4．「Install」をクリック 

 

 

 

５.「Finish」をクリック 

 

６.以上でインストールは終了です。 
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【接続設定】インストールを終えたら次の手順で設定してください 

１. スタートメニューの中から「Forti Client」

を探しクリック 

 

２. Forti Client が起動してきたら「リモートアク

セス」をクリックすると表示される「VPN 設

定」をクリック 

３. VPN 設定画面では下記の値を入力して「閉じる」をクリック 

接続方法 SSL-VPN 

接続名 DOHO VPN 

説明 入力不要 

リモート GW vpn.doho.ac.jp 

ポートのカスタム チェックなし 

認証 ユーザ名入力にチェック 

クライアント証明書 チェックなし 

無効なサーバ証明書

の警告を非表示 

チェックを入れる 

 

 

【接続方法】設定した Forti Client を利用してリモート VPN 接続を行います 

リモートアクセスの画面で先に設定した接続設定

を選択し「ユーザ名」に同朋学園のユーザーID、「パ

スワード」にそのパスワードを入力して「接続」を

クリックしてください。 
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■MacOS用リモートVPN接続ソフト（FrtiClient）のインストールと設定 

【インストール手順】次の手順でインストールしてください 

1.ダウンロードした

「FortiClientOnlineinstaller.dmg」をダブルク

リック 

2.デスクトップの「FortiClientUpdate」をクリック

すると表示される「FortiClientUpdate」をダブル

クリック 

 

 

3.「開く」をクリック 

 

4.「Install」をクリック 

 

5.「続ける」をクリック 

 

6.「続ける」をクリック 

 

7.「同意する」をクリック 

 

8.「インストール」をクリック 
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9.お使いの MacOS 固有の管理ユーザ名とパスワ

ードを入力し「ソフトウェアをインストール」

をクリック 

 

10.「閉じる」をクリック 

 

【接続設定】インストールを終えたら次の手順で設定してください 

１. メ ニ ュ ー バ ー に 表 示 さ れ て い る

FortiClient のアイコン をクリックす

る と 表 示 さ れ る メ ニ ュ ー か ら

「FortiClient コンソールを開く」をクリ

ック 

 

2.「リモートアクセス」をクリックすると表示される「歯

車のアイコン 」をクリック。表示されたメニュ

ーの中から「新規接続の追加」をクリック 

 

3. VPN 接続設定の編集では下記の値を入力して「適

用」をクリック 

VPN タイプ SSL VPN 

接続名 DOHO VPN 

説明 入力不要 

リモート GW vpn.doho.ac.jp 

ポートのカスタム チェックなし 

クライアント証明書 None 

認証 チェックをなし 
 

【接続方法】設定した Forti Client を利用してリモート VPN 接続を行います 

リモートアクセスの画面で先に設定した接続設定を選択

し「ユーザ名」に同朋学園のユーザーID、「パスワード」

にそのパスワードを入力して「接続」をクリックしてくだ

さい。 

 

 



[iOS 用のインストールと設定] 

6 

 

■iOS（iPhone, iPad）用リモート VPN 接続ソフト（FrtiClient）のインストールと設定 

1.AppStore で FortiClient を開いたら「入手」をタ

ップ 

2.「インストール」をタップ 

 

 

3.「開く」をタップ 4.「OK, got it」をタップ 

 

5.「Allow」をタップ 

 

 

6.画面下のほうで「VPN」のアイコンをタップし

「Connections」をタップ 

 

7. 「Add Configuration...」をタップ 
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8. 下記の値を入力して「Save」をタップ 

 

Name DOHO VPN 

Host vpn.doho.ac.jp 

Port 443 

User ユーザーID 

Password パスワード 

Hide invalid certificate warning チェックを入れる 

User Certificate チェックなし 

【接続方法】設定した Forti Client を利用してリモート VPN 接続を行います 

FortiClient を開いて Connections に先に設定した DOHO VPN が選択されている状態で「VPN」をタ

ップし接続してください 

 

■Android 用リモート VPN 接続ソフト（FrtiClient）のインストールと設定 

1.Google Play Store の FortiClient を開き「インス

トール」をタップ 

 

２. インストールが終わったら「開く」をタップ 

 

 

3.「はい、有効にしてください」をタップしてくだ

さい。 

 

4.VPN 接続ソフトに対して端末内のデータアクセ

ス与えることが設定してくださいというメッセ

ージです。「OK」をタップしてください。 
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5.実際にデータアクセスを許可するか否かの確認

です。「許可」をタップしてください。 

 

6.「OK」をタップしてください。 

 

7.「新規 VPN」をタップしてください。 

 

8.下記のように入力し作成をタップてください。 

VPN 名 DOHO VPN 

VPN タイプ SSL VPN 

 

9.「サーバ」をタップしてください。 

 

10.サーバに vpn.doho.ac.jp と入力し「OK」をタ

ップしてください。 

 

11.これで設定完了です。左上の「←」を数回タッ

プすると起動直後の画面に戻ります。 

 

 

【接続方法】設定した Forti Client を利用してリモート VPN 接続を行います 

1.VPN トンネルの中から先ほど作成した「DOHO 

VPN」をタップしてください。 

 

2.「接続」をタップしてください。 

 

 


