
RV34x シリーズ ルータの DMZ の設定 
目標
 

この資料の目標は RV34x シリーズ ルータの非武装地帯（DMZ）ホストおよびハードウェア
DMZ を設定する方法を示すことです。
  

概要
 

DMZ はファイアウォールの後ろのローカル エリア ネットワーク （LAN）を保護している
間インターネットに開いているネットワークの位置です。 単一のホストか全体のサブネッ
トワークから主要なネットワーク、か「サブネット」を分けることは DMZ によってインタ
ーネットゲーム、ビデオ会議、Web、または電子メールサーバのようなサービスを参照して
いる個人は LAN にアクセスできないことを確認します。 Cisco は DMZ を DMZ ホストおよ
びハードウェア DMZ である使用する 2 つのメソッドを提供します。 DMZ はパブリックに
開いているハードウェア DMZ （サブネット/範囲）がサブネットワークの間、インターネッ
トに露出されるべき LAN の割り当て 1 ホストをホストします。
 
DMZ の計画でプライベート または パブリック IP アドレスと使用をどちらかと考慮するこ
とができます。 プライベート IP アドレスは LAN でだけあなたにユニーク、です。 パブリ
ックIPアドレスは組織にユニークで、インターネットサービスプロバイダー （ISP）によっ
て割り当てられます。 ISP に連絡する必要があるパブリックIPアドレスを手に入れるため
。
 
ほとんどのユーザは自動的に VLAN および自身のネットワークセグメントを設定したので
ハードウェア DMZ を使用します。 「ハードウェア DMZ に関しては」サブネットを使用す
るか、またはオプション及びます。 DMZ ホストはあなたで設定しやすいですアクセス規則
を設定する必要がありませんがより少なくセキュアです。
 
WAN に DMZ は最も普及した使用例、また LAN に DMZ です。 それが潜在的なセキュリテ
ィ ホールである可能性があるので DMZ マシンがオペレーティング システム パッチか更新
を必要とするかもしれません DMZ に LAN がブロックする必要があるように、DMZ に
WAN また割り当てられます。 たとえば、インターネットのハッカーはジャンパ サーバと
して DMZ を使用します。
 
使用例の点では DMZ ホストとハードウェア DMZ の違いは次のとおりです:
 

 
オールインワン サーバがインターネット--に何かをさらしたいと思うが、または予備公共 IP
アドレスをあるか持たなければ場合、DMZ ホストを使用する必要があります。 サーバを
VLAN の 1 に置き、DMZ ホストとしてそれをセットして下さい。 それから外部ユーザはル
ータの WAN IP によってサーバにアクセスできます。
 
 
インターネット--に何かをさらしたいと思い複数のサーバもしハードウェア DMZ を使用すれ
ば（それぞれ特定のサービスと）および公共 IP アドレスの同量があれば場合。 これらのサ
ーバを規定 された DMZ ポート（RV340 のためのすなわち LAN 4）に接続し、ルータかサブ
ネットで設定する）同じ公共 IP アドレスで設定して下さい。 それから外部ユーザはそれら
の IP アドレスによってサーバのそれぞれにアクセスできます。
 
 

DMZ 比較して下さい コントラスト



 
注: この例では、DMZ サブネットを設定するときスイッチをルータの DMZ ポートにプラグ
インします。
 
学ぶためにスイッチの SSH を有効に する方法をこの技術情報を参照して下さい: 300/500
シリーズによって管理されるスイッチの SSH サービスを有効に すること。
 
学ぶために RV160/RV260 の DMZ を設定する方法をこの技術情報を参照して下さい: 
RV160/RV260 ルータのための DMZ オプション。
  

ホスト DMZ トポロジー
 

 
注: ホスト DMZ を使用することはそれ以上のセキュリティ浸入に応じて、ホストが悪アク
ターによって内部 LAN 危殆化されればあるかもしれませんとき。
  

サブネット DMZ トポロジー
 

  
適当なデバイス
 

 
RV34x

Host トラフィックを分離します 単一のホストはインターネットに、十分に開きます

サブネット/範囲 トラフィックを分離します 多数のデバイスおよび型はインターネットに、十分に開きます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb1865-enable-secure-shell-ssh-service-on-300-500-series-managed-sw.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb1865-enable-secure-shell-ssh-service-on-300-500-series-managed-sw.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5875-dmz-options-for-rv160-rv260-routers.html


[Software Version]
 

 
1.0.02.16
 
  

DMZ ホストの設定
 

ステップ 1.ルータの Web 設定 ページへのログイン。
 

 
ステップ 2.ファイアウォール > DMZ ホストへのナビゲート。
 





ステップ 3 DMZ [Host] フィールドでは、DMZ ホストをイネーブルに設定するために 
Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 4.インターネットゲーム、ビデオ会議、Web、または電子メールサーバのような
サービスを利用するためにインターネット--にさらされる DMZ ホスト IP アドレスでホスト
の IP アドレスを入力して下さい。
 
注: きちんとはたらく DMZ ホスト 機能のための固定か静的IP アドレスを与えられる LAN
DMZ ホスト必要。 それがルータと同じネットワークにあることを確かめて下さい。 DMZ
が別の VLAN にあるときまたこれを設定できます。
 

 
ステップ 5.保存を設定 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
今正常に DMZ ホストを有効に する必要があります。
 
これからのステップのステップ 6. （オプションの）、表示 DMZ ホストを確認する 1 つの
方法です。 ファイアウォール > 基本的な設定へのナビゲート。
 





この例のステップ 7. （オプションの）は選択される HTTPS と、リモート Web管理 有効に
なります。 これは WAN IP アドレスによって Web 設定 ページにログインにリモートであ
ります。 このステップでは、6000 にポート番号を合わせます。 範囲は 1025-65535 からあ
ります。
 
注: Web管理 ページにリモートアクセスしている間これを設定したら、ページはロード画面
でハングするかもしれません。 これは調節したものをにポートが変更したことを意味しま
す。
 

 
ステップ 8. https:// [WANIPaddress]ことをタイプすることによってルータの Web 設定 ペー
ジにアクセスできることを確認して下さい: WAN IP アドレスがルータの実際の WAN IP ア
ドレスおよびであるポート、: このセクションのためのステップ 5 で設定 した ポート番号
のためのポート。 この例では、https://24.220.x.x:6000 を入力しましたが、実際の数および
ない x.を含んでいます。 x は公共 WAN IP アドレスを隠すことです。
 
注: 確かめま、VPN から離れていることを VPN で時々 Web 設定 ページにアクセスするこ
とを許可しないあります。
 

 
ステップ 9： DMZ ポートに WAN IP アドレスの使用によってポート番号を追加しないであ
るデバイスの Web 設定 ページにアクセス今できるはずです。



https://24.220.x.x:6000 は–ルータの Web 設定 ページを表示する。
 
https://24.220.x.x は–スイッチの Web 設定 ページを表示する。
 

 
ステップ 10： スイッチに SSH に PuTTy を使用します。 ホスト名（か IP アドレス）フィ
ールドの下でデバイスのパブリックIPアドレスを入力して下さい。 ポート 22 を入力されま
す確認すれば SSH は選択されます。 接続を開始するために『Open』 をクリック して下さ
い。
 
注: スイッチに SSH にほしい場合、スイッチの SSH を最初に有効に することを忘れないよ
うにして下さい。 ほとんどのスイッチでは、SSH サービスを有効に する セキュリティ >
TCP/UDP サービスにナビゲートできます。 Windows を使用して SSH に、PuTTy をダウ
ンロードできます。 あるようにこの資料を確認して下さい: SMB スイッチ CLI に SSH を使
用してアクセスしか、または Telnet で接続する方法。 SSH は推奨され、SSH がセキュア
であるので Telnet はありません。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/switches/cisco-small-business-300-series-managed-switches/smb4982-access-an-smb-switch-cli-using-ssh-or-telnet.html


 
ステップ 11： PuTTy セキュリティ警報は現われるかもしれません。 接続し続けるために
『Yes』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 12： 接続が正常である場合、資格情報とのログインにプロンプト表示されます。
 

  
ハードウェア DMZ の設定
 

ステップ 1： DMZ ホストの代りにハードウェア DMZ を設定したいと思う場合に WAN > ハ



ードウェア DMZ はナビゲート します。
 





呼び出します。 DMZ ポートに LAN4 を変更するために Enable チェックボックスをチェッ
クして下さい。
 

 
ステップ 3 警告メッセージが現れます。 ルータが DMZ ポート（LAN4）に行なう変更また
はいいえ変更を否定するために受け入れるために『Yes』 をクリック しない で下さい。
 
DMZ がイネーブルで設定 される場合、DMZ ポート（LAN4）設定は次の通り自動的に変更
されます:
 

 
取除いて下さいからラグ ポート（セクション「LAN > ポート設定」）
 
 
ポート ミラー宛先が DMZ ポート（セクション「LAN > ポート設定」）である場合、ポート
ミラー機能を無効に します
 
 
取除いて下さいからポート ミラー（セクション「LAN > ポート設定」）の監視ポート
 
 
強制するべき管理 ステータス「承認される」（セクション「LAN > 802.1X」）
 
 
表「ポート テーブルへの VLAN」の DMZ ポートの値は「除きます」変更します（セクショ
ン「LAN > VLANメンバーシップ」）
 
 

この例では、『Yes』 をクリック します。
 



 
ステップ 4.サブネットを選択するか、または及んで下さい（同じ サブネット内の DMZ 及
び WAN）。 この例では、『Subnet』 を選択 します。
 



 
ステップ 5. DMZ IP アドレスおよびサブネット マスクで入力して下さい。 LAN4 セグメン
トにプラグインされる何でもこのネットワークにある必要があります。
 
注: DMZ ポートに接続されるデバイスにその静的IP アドレスがあることを確かめて下さい
。 この IP アドレスは WAN サブネットの外にある必要がある場合もあります。
 
この例では、DMZ のためにパブリックIPアドレスを使用します。
 

 
注: 範囲 方式を使用するように意図する場合範囲 Radio ボタンをクリックする必要がありま
したり ISP によって割り当てられた IP アドレスの範囲を入力します。 これは通常 DMZ ネ
ットワークにある多数のデバイスのための ISP からの多重パブリックIPアドレスがあると
き使用されます。
 
単一 パブリックIPアドレスがあり、サブネットがあなたのためにはたらかなかったら、IP
範囲 フィールドの下で両方のフィールドで単一 パブリックIPアドレスを入力して下さい。
IP アドレスはそれ WAN IP アドレスを使用できません WAN IPサブネットからの別の自由
な IP である必要があります。 たとえば、WAN IP アドレスが IP 範囲 フィールドの 
24.100.50.1 に 24.100.50.1 で入ると同時に同じ サブネットの内にある 24.100.50.1 の単一
パブリックIPアドレスを与えられる場合。
 



 
ステップ 6. DMZ 設定を受け入れるために上部右上隅で『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
正常にハードウェア DMZ を有効に する必要があります。
 
左下で確認するステップ 7. （オプションの）検索棒へのナビゲート し、コマンド プロンプ
トをタイプ・インすることによって PC のこれ、open コマンド プロンプトを。 それが現わ
れるときコマンド プロンプト アプリケーションをクリックして下さい。
 
注: この例のために Windows 10 を使用しています。
 





ステップ 8. （オプションの）コマンドプロンプトウィンドウが開く。 DMZ IP アドレスに
ping コマンドを接続があるかどうか見る実行します。 PING DMZ_IP_Address コマンドを
使用して下さい。 PING を開始したいと思うとき入力 キーを押して下さい。 その IP アドレ
スからの応答を返した場合、それはあなたと DMZ 間の接続があることを意味します。 」を
到達不能種類の「」時間を計られた要求のようなメッセージまたは「宛先ホスト受け取った
ら設定および接続をチェックする必要があります。
 
この例では、PING 64.x.x.x.x 64.x.x.x をです DMZ のためのパブリックIPアドレス入力しま
す。
 
注: この大きい資料をチェックして下さい: RV160 および RV260 ルータのトラブルシューテ
ィング。 このトラブルシューティングに関する文書は分析するために接続をトラブルシュ
ーティングするときいくつかのエリアを取り扱っています。 この資料が RV160 および
RV260 のためであるのに、いくつかの同じようなトラブルシューティングの手順を使用そ
こにできるかもしれません。
 

 
ステップ 9. （オプションの）またパケットが宛先へ到達するために奪取 する パスを見る
traceroute コマンドを実行できます。 tracert DMZ_IP_Address コマンドを使用し、プロセ
スを開始するために入力 キーを押して下さい。 この例では、端に DMZ IP アドレスを見つ
けるときトレースが完了したことがわかります。 それはまた一度「完全な」をトレースそ
れ見つけます宛先を表示する。
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html?dtid=osscdc000283#Run
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html?dtid=osscdc000283#Run


 
この例のステップ 10. （オプションの）、64.x.x.x （パブリックIPアドレス）の静的IP アド
レスと DMZ ポートに接続されるスイッチがあります。 上でブラウザでパブリックIPアドレ
スを入力することによってスイッチのグラフィカル ユーザ インターフェイス （GUI）を試
み、アクセスできます。
 
https://64.x.x.x を入力しましたスイッチの GUI ページに私達を連れて来る。
 

 
今 DMZ がきちんとはたらいていることを確認するカップル方法を知るはずです。
  

設定しますアクセス規則（オプションの）を
 

ハードウェア DMZ のための IP アドレスのパブリックIPアドレスか範囲を設定する場合
DMZ のためのアクセス規則を設定する、このセクションは方法の例を示します。 DMZ は
アクセス規則を設定しないできちんとはたらく必要があります。 アクセス規則の設定オプ
ションでであって下さいネットワークにアクセスするために基本的なセキュリティレベルを
提供することをしかし設定することを推奨します。 たとえば、アクセス規則をデフォルト
で設定しなければ、ルータを通るすべてのパケットはネットワークのすべての一部に割り当
てることができます。 アクセス規則は同じエリアにアクセスすることを IP アドレスの 1 ホ



スト、範囲、または IP アドレスのネットワーク、防いでいる間別のホスト、範囲、または
ネットワークが割り当てることができます（ホストかネットワーク）。 アクセス規則の使
用によって、どのトラフィックの種類をルータ インターフェイスで転送するか、またはブ
ロックするか決定できます。
 
ステップ 1.ファイアウォール > アクセス規則へのナビゲート。
 





呼び出します。 IPv4 アクセス規則表で、新しい IPv4 アクセス規則を追加するためにプラ
ス アイコンをクリックして下さい。
 

 
ステップ 3 Enable チェックボックスがチェックされるようにして下さい。 これはルールを
有効に します。
 

 
ステップ 4 Action フィールドで、許しますドロップダウン リストで選択して下さい。
 



 
ステップ 5. Services フィールドのサービスを選択して下さい。 すべてのトラフィックとし
てそれを残します。
 

 
ステップ 6.ドロップダウン リストからまたは本当決して選択しないで下さい
 

 



本当–ルールと一致します。
 
 
決して–必要なログ無しが。
 
 

この例では、本当ようにそれを残します。
 

 
ステップ 7.ドロップダウン リストからソースインターフェイスおよび送信元アドレスを選
択して下さい。
 
この例では、DMZ および選択されました。
 

 
ステップ 8.ドロップダウン リストからデスティネーションインターフェイスおよび宛先ア



ドレスを選択して下さい。
 
この例では、DMZ および選択されました。
 

 
ステップ 9： スケジューリング セクションで、ファイアウォール ルールを適用するドロッ
プダウン リストから時期を選択して下さい。 あなた自身のスケジュールを設定したいと思
う場合リンクをここをクリックして下さい。
 
この例では、スケジュールとしていつでも使用します。
 

 
ステップ 10.新しいルールを追加するために『Apply』 をクリック して下さい。 このルール
はあらゆる DMZ に行くどの DMZ トラフィックでも許可されると言います。
 



 
作成された例はここにあります。 VLAN 1.のあらゆる宛先と通信できない DMZ についての
ルールで付け加えたことがわかります。 これは DMZ に VLAN 1.から何でもアクセスできて
ほしくないという理由によります。
 

  
ルータを使用した確認
 

ステップ 1 デバイスを確認することはステータスにルータの DMZ ポートで、ナビゲート
します接続されます及び統計情報は、ページ システムの概略ページを自動的にロードしま
す。 ポート 4 か LAN 4 は DMZ のステータスをとして「の上の」リストします。
 

 
デバイスの IP を Ping することは私達にデバイスの到達可能性ステータスを知らせます。
使用されたパブリックIPアドレスを使用して特定のサービス/ポートのための DMZ 設定を確
認することはよいです。



ステップ 2. Administration > 診断へのナビゲート。
 





ステップ 3. DMZ の IP アドレスを入力し、PING ボタンをクリックして下さい。
 
この例では、DMZ ホスト セクションで設定された DMZ の IP アドレスを使用します。
 
注: PING が正常なら下記に示されているのようなメッセージが表示されます。 PING が通
らない場合、それは DMZ が達することができないことを意味します。 確認するために
DMZ 設定を適切に設定されますチェックして下さい。
 

  
結論
 

DMZ のセットアップを完了したので、LAN 以外からサービスにアクセスできるはずです。
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