
RV340 二重 WAN な VPN Router の製品仕様書 

概要
 

この技術情報は RV340 二重 WAN な VPN Router についての「ボックス」の背部形式製品
仕様書を提供することを向けます。 詳細な調査に関しては、RV34X シリーズ 統合された
データ データ用紙を表示するためにここをクリックして下さい。
 
RV340 二重 WAN な VPN Router はスモール ビジネスのためにうってつけ使いやすく、適
用範囲が広い、高性能 デバイスです。 追加されたセキュリティ機能によって、Web フィル
タリング、アプリケーション コントロールおよび IPソース ガードのような、新しい
RV340 はスモールオフィスに非常にセキュア、ブロードバンド な、配線された接続および
遠隔地の従業員を配信します。 これらの新しいセキュリティ機能はまたネットワークで微
調整によって許可されるアクティビティの容易さを提供します。
 
注: か」。ある何がボックスに「表示するため RV340 二重 WAN な VPN Router についての
形式技術情報は、ここをクリックします。
  

製品仕様
 

仕様  説明

規格

802.3u、802.1D、802.1p、802.1X （セキ
ュリティ 認証）、802.1Q （VLAN）、
IPv4 （RFC 791）、IPv6 （RFC 2460）、
ルーティング情報プロトコル（RIP） v1
（RFC 1058）、RIP v2 （RFC 1723）

オペレーティング システ
ム Linux

配線のタイプ カテゴリ 5e またはよりよく
ポート LAN、WAN、USB、コンソール

物理インターフェイス

ポート
802.3af のためのサポートの 9
10/100/1000 イーサネット、
2 WAN
2 つの USBポート

ボタン Reset ボタン
スイッチ 電源スイッチ

土台および物理的セキュリティ

複数の土台オプション 2 つの RAC マウント角カッコは 8 つの
ネジを含んで提供されます。

https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/products/collateral/routers/small-business-rv-series-routers/datasheet-c78-742350.html
https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5475-get-to-know-the-rv340-dual-wan-vpn-router.html


物理仕様
実寸
（H） W X D X

280 x 44 x 170 の mm （11.0 x 1.45 x
6.69）

重量 1.2 kg （2.65 lb）

ネットワーク機能

VLANサポート はい。 タグ ベースの VLAN ポー
トベースおよび 802.1Q

ネットワークプロトコル

ネットワークプロトコル
ダイナミック ホスト コンフィギ
ュレーション プロトコル サーバ
Point-to-Point Protocol over
Ethernet（PPPoE）
Point-to-Point Tunneling
Protocol（PPTP; ポイントツーポ
イント トンネリング プロトコル
）
DNS プロキシ
インターネット グループ管理プ
ロトコル（IGMP） プロキシおよ
びマルチキャスト転送
ダイナミック ドメイン ネーム シ
ステム（DNS） （DynDNS、
NOIP）
ネットワーク アドレス変換
（NAT）、ポート アドレス変換
（PAT）
1 対 1 NAT
ポート管理
ポート ミラーリング

VLAN の数 1 マネージメントVLAN （1-4096
範囲）。

802.1X サプリカント Yes

ルーティング プロトコル
スタティック ルーティング
ダイナミック ルーティング
RIP v1 および v2

ネットワーク アドレス変換
（NAT）

ポート アドレス変換 （PAT）、
Network Address Port Translation
（NAPT） プロトコル

ネットワークエッジ（DMZ） LAN IP アドレスにソフトウェア
設定可能

ロード バランシング Yes

IPv6

Dual-stack IPv4 および IPv6
6to4 トンネリング
ステートレス アドレス 自動構成
LAN の IPv6 クライアントのため
の DHCPv6 サーバ
WAN 接続のための DHCP v6 ク
ライアント
インターネット制御メッセージ
プロトコル（ICMP） v6
静的な IPv6 ルーティング
RIPng のダイナミック IPv6 ルー



ティング
IPv6 ホスト サポート
IPv6 RADIUS、 
ネットワーク タイム プロトコル
（NTP）

レイヤ 2
802.1Q ベースの VLAN、1 マネ
ージメントVLAN と 32 アクティ
ブVLAN

 

セキュリティ

アクセス制御 はい、MAC ACL と管理 Access Control
List （ACL）

セキュア マネージメント HTTPS

ファイアウォール

ステートフル パケット点検（SPI）ファイ
アウォール、ポート フォワーディングお
よび、サービス拒否 （DoS）防止引き起
こすこと、ソフトウェアベースの DMZ
防がれる DoS攻撃:

SYN フラッド●

エコー嵐●

ICMPフラッド攻撃●

UDP フラッド●

TCP フラッド●

ブロック Java、cookie、ActiveX、HTTP
プロキシ

Web フィルタ 悪意のあるフィルタリングし、有害な
Webサイトをブロックします

コンテンツ フィルタ 静的な URLブロッキングまたはキーワー
ド ブロッキング

アプリケーション コント
ロール Yes

設定

Management
Web ユーザ ユーザー・インタ
ーフェース

簡単な、ブラウザ ベースの
設定（HTTP、HTTPS）

管理プロトコル
Webブラウザ、簡易ネット
ワーク管理プロトコル
（SNMP） v3、Bonjour

遠隔管理 Yes

イベント ロギング ローカル、リモート
syslog、eメール通知

ネットワーク 診断
記録、PING、Traceroute、
DNS lookup およびポート
ミラー

Web ファームウェアアップグ
レード

ファームウェア アップグレ
ード可能な直通 Webブラウ
ザの、インポートされたお



よびエクスポートされたコ
ンフィギュレーション ファ
イル

Dynamic Host Configuration
Protocol（DHCP） DHCP Client

IPv6 ホスト Yes
HTTP リダイレクト Yes

システムの時刻
NTP を、夏時間調整
Manual エントリ サポート
します

言語 Yes

 
環境

電源 12V 1.5 A
サーティフィケーション FCC、CE、ICS、Wi-Fi
動作温度 0° への 40°C （104°F）への 32°
保管温度 70°C （158°F）への 20° への -4°
動作湿度 結露しない 10% から 85%

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…

Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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