
RV345P VPN Router の製品仕様書は PoE の
WAN ギガビット二倍になります 

 
概要
 

RV345P は VPN Router PoE の WAN ギガビット、RV34x シリーズの部分二倍になりまし
たり、使いやすく、適用範囲が広く、高性能の、耐久ルータ スモール ビジネスのためのそ
のうってつけです。 この場合 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 ガードのような複数の追加されたセキュリティ機能と、新しい RV345P 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許可されたアク
ティビティを最適化する容易さを提供します。
 
RV345P はまたワイヤレスアクセスポイントおよび IP フォンのようなデバイスにとって理
想的である 8 つの Power over Ethernet （PoE）ポートが付いています。
 
この技術情報は PoE を RV345P 二重 WAN VPN Router についての製品仕様書に与えるこ
とを向けます。
 
注: 詳細を RV345P VPN Router について知るために PoE の WAN ギガビット、ここをクリ
ックします二倍にして下さい。
  

製品仕様
 

物理インターフェイス
 

仕様 説明

規格

IEEE、802.3、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） 802.3af （PoE）

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
16 LAN （8 データ、8 Power over Ethernet
（PoE）、WAN、USB、コンソール

仕様 説明

ポート

802.3af のためのサポートの 16 10/100/1000 イーサネット、
-8 データ ポート
-8 PoE
1 つのコンソールポート
12V DC 2.5 A 電源アダプタ ポート
2 WAN

http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5520
http://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5520


 
ネットワーク機能
 

 
セキュリティ
 

2 つの USBポート
ボタン Reset ボタン
スイッチ 電源スイッチ
スロットをロックして下さい ケンジントン ロックのためのスロット
土台および物理的セキュリティ

オプションのマウント  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。

物理仕様
実寸
 （H） W X D X 280 x 44 x 170 の mm （11 x 1.75 x 6.75）

重量 1.2 キログラム（2.65 lbs）

仕様 仕様
Virtual Local Area Network （VLAN;
バーチャル LAN） サポート Yes

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
ドメイン ネーム システム（DNS） ダイナミック
（DynDNS）、Internet Protocol（IP） （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
Bonjour

VLAN の数 32 まで VLAN

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
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

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
スパニング ツリー Yes
ロード バランシング Yes

Quality of Service（QoS）

Wide Area Network （WAN）キューイング
3 つのキュー
Differentiated Services Code Point サポート
（DSCP）
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

IPv6

Dual-stack IPv4 および IPv6
トンネル伝送する 6 から 4
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 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 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

仕様 説明
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

保護される Hyper Text Transfer Protocol （HTTPS）、
username/password 複雑な状況



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、クッキー、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

IP ソース ガード MAC アドレスへのバインド IP アドレス
VPN

IPSec  はい。 アマゾン仮想 な Cloud のための 50 トンネル最大、前
もって構成されたプロファイルおよび Microsoft Azure

クライアントにサイト Yes
テレワーカー VPN
Client Yes

PPTP VPN はい。 25 の最大トンネル
L2TP サーバ はい。 25 の最大トンネル
SSL VPN はい。 50 の最大トンネル
VPN スループット
（IPSec） 50 Mbps

設定

仕様 説明
Webベース ユーティリティ 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） セキュア シェル（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、簡易ネットワーク管理プロトコル（SNMP） v3、Bonjour、ユニバーサ
ル プラグアンドプレイ（UPnP）

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

Pv6 ホスト Yes
HTTP リダイレクト Yes

システムの時刻 ネットワーク タイム プロトコル（NTP）を、夏時間調整 Manual エントリ サポートし
ます

言語 グラフィックユーザインターフェイス（GUI）サポート英語

環境

仕様 説明
電源 12V 2.5 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 -20° への 70°C （158°F）への -4°
動作湿度 結露しない 10% から 85%
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