
RV34x シリーズ ルータのアンチウィルスの設定 
目標

この資料の目標は RV34x シリーズ ルータのアンチウィルスを設定する方法を示すことです
。

概要

ウイルス対策は感染およびメールかデータで受け取った malware コンテンツからネットワ
ーク ユーザを保護します。 ウイルス対策機能サポート Simple Mail Transfer
Protocol（SMTP）、ハイパーテキスト転送プロトコル（HTTP）、ファイル転送プロトコル
（FTP）、Post Office Protocol version 3（POP3） （POP3）およびインターネット メッセ
ージ アクセス プロトコル（IMAP）プロトコル。

ウイルス対策エンジンは 2 つの重要なコンポーネントを使用します: 分類子どこで検知 する
かおよび探せばいいのか何を認知しているウイルス データベース確認する。 エンジンは型
によって拡張に依存によってよりもむしろファイルを分類します。 ウイルス エンジンはシ
ステムによって受け取ったメッセージの本文および添付ファイルのウイルスを探します; 添
付ファイルのファイルタイプ ヘルプはスキャンを判別します。

malware がであるもの学ぶため、このリンクをチェックするため: Malware はである何か。

学ぶために Umbrella を設定する方法をリンクをクリックして下さい: Cisco Umbrella
RV34x の設定。

特記事項： ルータが重い負荷の下に現在ある場合、これは問題を悪化させるかもしれませ
ん。

下記の表はさまざまなコンフィギュレーションの下でパフォーマンスのための期待された統
計情報を与えます。 これらの値はガイドとして現実の世界 パフォーマンスがいくつかのフ
ァクタが原因で異なるかもしれないので使用する必要があります。
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次のフィールドはと定義されます:

同時接続– 1 接続である 1 つのサイトからファイルをダウンロードすればたとえば同時接続
の総数、もう一つの接続であるそれに 2 同時接続をする Spotify からのオーディオを流しま
す。

接続速度–処理できる Connection 要求 毎秒の番号。

HTTP/FTP スループット– HTTP および FTP スループットは MB/sec のダウンロード速度で
す。

セキュリティ ライセンスは既存のアプリケーションおよび Web フィルタリングに加えてウ
イルス対策を含むアップデートされました。 スマートなアカウントがセキュリティ ライセ
ンスがあるために必要となります。 まだアクティブでスマートなアカウントがあっていな
い場合、この資料のセクション 1 が必要となります。

学ぶために RV34x の Intrusion Prevention System を設定する方法をここをクリックして下
さい。

適当なデバイス

•€€€€€€ RV34x

[Software Version]

•€€€€€€ 1.0.03.5
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進んで、AnyConnect はクライアント ライセンスだけのための充電を負います。

RV340 シリーズ ルータで認可する AnyConnect のその他の情報に関しては記事を参照して
下さい: RV340 シリーズ ルータのために認可する AnyConnect。
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ウイルス対策の設定

ステップ 1： ルータにログイン しない場合、Web 設定 ページへのログイン。

ステップ 2.セキュリティ > Threat/IPS > ウイルス対策へのナビゲート。

ステップ 3.アンチウィルス機能を有効に するために ONオプション・ボタンをクリックし
て下さい。



ステップ 4 プロトコルでスキャンするアプリケーションを有効に するために Enable チェッ
クボックスをチェックして下さい。 この例では、すべてのプロトコル（HTTP、FTP、
SMTP、POP3 および IMAP）を有効に しました。 それからそれに適切な行動を選択して下
さい。 次のオプションはと定義されます:

•€€€€€€ ログ–脅威が識別されるときログだけを生成するこのオプションを選択して下さい
（クライアントの情報、シグニチャ ID、等と）。 それは接続に影響を与えません。

•€€€€€€ ログ 破棄する–脅威が識別される選択し、削除のためのメッセージを記録 しますと
き接続を破棄するこのオプションを。

注: 添付ファイルの識別された脅威の場合には、それはダウンロード プロセスの間にファイ
ルを切捨てます。

ステップ 5 ウイルス対策はスキャンするべき必要なファイル サイズがあってほしい場合イ
ネーブル ファイルサイズ しきい値をチェックして下さい。 それからスキャン ウイルス対
策ができるファイルサイズを入力して下さい。 範囲は 1-100 MB からあります。



この例では、50 MB は入りました。

ステップ 6 ウイルス データベース セクションでは、最新の更新プログラムは最後の更新済
シグニチャの日時を表示します。 ファイルのバージョンは使用されているかどれがシグニ
チャ バージョンに示します。

ステップ 7.変更を保存するために Apply ボタンをクリックして下さい。

『Apply』 を押すことは実行コンフィギュレーションにだけ設定を保存します。 リブート間
の設定を保存したいと思う場合スタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギ
ュレーションをコピーする必要があります。

ステップ 8.ページの上でフロッピー・ディスク（保存）アイコンをクリックして下さい。
これは設定管理にスタートアップ コンフィギュレーションに実行コンフィギュレーション
をコピーするためにリダイレクトします。

ステップ 9： 設定管理では、コピー/保存コンフィギュレーションセクションにスクロール
して下さい。 出典が実行コンフィギュレーションであり、宛先がスタートアップ コンフィ
ギュレーションであることを確認して下さい。 [Apply] をクリックします。 これはスタート
アップ コンフィギュレーション コンフィギュレーション・ファイルにリブート間の設定を
保つために実行コンフィギュレーション ファイルをコピーします。



Threat/IPS ステータス

ステップ 1.セキュリティ > Threat/IPS > ステータスへのナビゲート。

呼び出します。 Status ページでは、指定タブのシステムの日付および時、スキャンされ、
検出する脅威および不正侵入表示できます。 デフォルトで、総タブのステータスを表示で
きます。



ステップ 3 総タブの下のドロップダウン リストでは、24 時間、イベントを表示するために
週、または月を持続させるために選択できます。

ステップ 4.ウイルス タブをクリックして下さい。 ウイルス タブでは、それは次を表示する
:

•€€€€€€ 影響を受ける 10 人のクライアントを–影響を受けている MAC アドレスのリスト越
えて下さい。

•€€€€€€ 検出する 10 匹のウイルスを–検出する脅威のリスト越えて下さい。



注: パイ チャート上の詳細については浮かぶことができますマウス。

ウイルス対策定義のアップデート

ウイルス対策データベースを手動または自動でアップデートできます。 ステップは 1-2 ウ
イルス対策データベースを自動的にアップデートする方法をステップが 3-6 示す間、ウイル
ス対策データベースを手動でアップデートする方法を示します。

最良の方法: 毎週セキュリティ シグニチャを自動的にアップデートすることを推奨します。

ステップ 1： Administration > File Management に手動でウイルス対策データベースを、ナ
ビゲート アップデートするため。



ステップ 2.ファイル 管理 プログラム ページの手動アップグレード セクションにスクロー
ルして下さい。 ファイルタイプのための署名 ファイルおよびアップグレードのための
cisco.com をから選択して下さい。 それから『Upgrade』 を押して下さい。 これは最新の
セキュリティ シグニチャをダウンロードし、インストールします。

ステップ 3 システム構成 > 自動更新に自動的にウイルス対策データベースを、ナビゲート
アップデートするため。



ステップ 4 自動 Updates ページは開きます。 毎週または毎月の基礎でをチェックのオプシ
ョンがアップデートしますどちらかをあります。 ルータをメールか Web UI 上で知らせて
もらうことができます。 この例では、毎週チェックするために選択します。

注: 毎週セキュリティ シグニチャを自動的にアップデートすることを推奨します。

ステップ 5.自動更新セクションにスクロールし、セキュリティ シグニチャ フィールドを探
して下さい。 セキュリティ シグニチャ アップデート ドロップダウン リストで、アップデ
ートし自動的にたいと思う時間を選択して下さい。 この例では、すぐに選択します。

ステップ 6.実行コンフィギュレーション ファイルへの変更を保存するために『Apply』 を
クリック して下さい。

注: 上のフロッピー・ディスク アイコンを設定管理 ページにスタートアップ コンフィギュ
レーション コンフィギュレーション・ファイルに実行コンフィギュレーション ファイルを
コピーするためにナビゲート するようにクリックすることを忘れないようにして下さい。
これはリブート間のコンフィギュレーションを保つのを助けます。



結論

今 RV34x シリーズ ルータのアンチウィルスを設定する必要があります。

その他の情報に関しては、次のリソースをチェックして下さい。

•€€€€€€ ルータ コミュニティ: Cisco Small Business Support Community

•€€€€€€ RV34x シリーズについての FAQ: RV34x シリーズ ルータ FAQ

https://community.cisco.com/t5/small-business-routers/bd-p/5951-discussions-small-business-routers
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5538-rv34x-series-router-frequently-asked-questions-faqs.html
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