
RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN ルータのた
めの製品仕様書 

 
目標
 

Cisco RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN ルータは大きいパフォーマンスを提供し、設定し
易く、展開し易いですおよび使用。 このデバイスが常連イーサネット Wide Area Network
（WAN）にインターフェイスをまたは非対称的なデジタル加入者線 2 プラス
（ADSL2+）インターフェイスに接続するのに使用することができます。 サポートされた
Ciscoデバイスを、Ciscoスイッチのような、ルータ管理することを可能にする、およびワイ
ヤレスアクセスポイントをサポートしますそれはまた Cisco FindIT ネットワーク管理。 詳
細を Cisco FindIT ネットワーク管理について学ぶために、ここをクリックして下さい。 
RV132W は Small Office Home Office （SOHO）およびバーチャル プライベート ネットワ
ーク （VPN）機能のより小さい配備に適します。
 
この技術情報は RV132W ADSL2+ Wireless-N VPN ルータの製品仕様書を示すことを向けま
す。
 
注: 詳細を RV132W ワイヤレスN VPN Router について学ぶために、ここをクリックして下
さい。
  

製品仕様
 
仕
様  説明

規
格

IEEE 802.11n、802.11g、802.11b、802.3、802.3u、802.1D、
802.1p、802.1w （高速スパニングツリー）、802.1X （セキュリティ
認証）、802.1Q （VLAN）、802.11i （Wi-Fi Protected
Access（WPA） [WPA2] セキュリティ）、802.11e （ワイヤレス

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5345
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5447
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5447


 
 
物理インターフェイス
 

QoS）、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）

ポート LAN、WAN、USB、コンソール
スイッチ 電源ボタン（で、）
ボタン リセット、Wi-Fi （で、）
配線のタイプ カテゴリ 5e またはよりよく

LED 電源、DSL または WAN、インターネット、LAN （ポー
ト 1-3）、ワイヤレス、VPN、USB

オペレーティン
グ システム Linux

ネットワーク機能

ネットワーク プロト
コル

Dynamic Host Configuration
Protocol（DHCP）/DHCPv6 （DHCP）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
DHCP リレー エージェント
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
Rapid Spanning Tree Protocol （RSTP）
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
LAN IP アドレスへのソフトウェア設定可能な DMZ
セッション開始プロトコル（SIP） アプリケーショ
ン層ゲートウェイ（ALG）

LAN 管理されたスイッチが付いている 3 つの 10/100
Mbps LAN ポート

WAN 1 つの 10/100 Mbps FE WAN ポート
WAN 1 ADSL2+
WLAN 組み込み高速 802.11n ワイヤレスアクセスポイント

ルーティング プロト
コル

スタティック ルーティング
動的ルーティング
RIP v1 および v2
VLAN 間ルーティング

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

VLANサポート タグ ベースの VLAN ポートベースおよび 802.1Q
VLAN の数 6 アクティブVLAN （2-4094 範囲）

IPv6

Dual-stack IPv4 および IPv6
6rd
ステートレス アドレス自動設定
LAN の IPv6 クライアントのための DHCPv6 サーバ
WAN 接続のための DHCPv6 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 とルーティングするダイナミック IPv6

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

レイヤ2 802.1Q ベースの VLAN、6 アクティブVLAN

セキュリティ

ファイアウォール

ステートフル パケット インスペクション
（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）防止誘
発、ソフトウェアベースの DMZ
防がれる DoS 不正侵入:
SYN フラッド
エコー嵐
ICMP フラッド
UDP フラッド



TCP フラッド
ブロック Java、クッキー、ActiveX、HTTP プ
ロキシ

アクセス制御
IP アクセスコントロール アクセス・コントロ
ール・リスト; MAC ベースのワイヤレス アク
セスコントロール

コンテンツフィルタリング 静的な URLブロッキングまたはキーワード ブ
ロッキング

セキュア マネージメント HTTPS、ユーザ名 および パスワード複雑な状
況

Wi-Fi によって保護される設定
（WPS） WPS

ユーザー特権 アクセスの 2 つのレベル: admin およびゲスト

QoS

LAN ポートの 802.1p ポートベース 優先順位、
WAN ポートのアプリケーション ベース 優先
順位
4 つのキュー
Differentiated Services Code Point
（DSCP）サポート
Class of Service（CoS）
サービス プライオリティ設定のための帯域幅
管理

パフォーマンス

NAT スループット 75 Mbps （イーサネット
WAN）

並行 セッション 2000
IPSec VPN スループット（トリプル DES、
AES） 3 Mbps

設定

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）

CLI（コマンドライン イン
ターフェイス） SSH を使用するコマンド・ライン

管理
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）

CLI SSH を使用するコマンド・ライン
管理プロトコル Webブラウザ、Bonjour、ユニバーサル プラグ アンド プレイ（UPnP）
イベント ログ ローカル、Syslog、メール アラート
ネットワーク 診断 PING、Traceroute、DNS lookup およびポート ミラー

アップグレード可能性 Webブラウザかの、インポートされるか、またはエクスポートされたコンフィギュレー
ション ファイルを通してファームウェア アップグレード可能

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 GUI は英語をサポートします



ワイヤレス

無線および変調型
802.11b: Direct Sequence Spread Spectrum
（DSSS）、802.11g: 直交周波数分割多重（OFDM）、
802.11n: OFDM

WLAN 2.4 802.11b/g 互換性の GHz IEEE 802.11n 標準ベース
アクセス ポイント

オペレーティング チャネ
ル

11 北アメリカ、ヨーロッパの 13 最も、自動チャネル
選択

ワイヤレス分離 クライアント間のワイヤレス分離
内部アンテナ 2
dBi のアンテナゲイン 3 dBi

送信電力 802.11b: 17 dBm +/- 2.5 dBm; 802.11g: 15 dBm +/- 2.5
dBm; 802.11n: 15 dBm +/- 2.5 dBm

受信感度 -85 11 Mbps の dBm、54 Mbps の -73 dBm、mcs15 の
-68 dBm、HT20、mcs15 の -65 dBm、HT40

無線周波 単一帯域、2.4 GHz の作業
アクティブな WLANクラ
イアント 50 人までの同時クライアントをサポートします

複数の SSID 複数のサービス セット ID （SSID）を、4 つまでの別
々のバーチャルネットワーク サポートします

ワイヤレス VLAN マップ 無線クライアント分離が付いている VLAN マッピング
に SSID をサポートします

WLAN セキュリティ Wired Equivalent Privacy（WEP）、WPA、WPA2-
PSK、WPA2-ENT、802.11i

Wi-Fi マルチメディア
（WMM） WMM、WMM 節電（WMM-PS）

環境

電源 12V 1A
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 -20° への 70°C （158°F）への -4°
オペレーティング湿度 結露しない 10% から 85%
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