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RV34x シリーズ ルータ FAQ （FAQ） 
目標
 

この記事は Cisco RV34x シリーズ二重 WAN ギガビット VPN ルータについての FAQ に対
する回答を提供することを向けます。
 
Cisco RV34x シリーズ二重 Wide Area Network （WAN） ギガビット バーチャル プライベ
ート ネットワーク （VPN） セキュリティ ルータは Web セキュリティおよび Cisco
Anyconnect VPN を持つ次世代 高いパフォーマンス ルータです。 これらのルータは強化さ
れたセキュリティ必要の小規模なネットワークにそれに理想をする 4 つから 16 のローカル
エリア ネットワーク （LAN） ポートおよび Power over Ethernet （PoE）のモデルで利用
できます。Cisco RV34x シリーズは VPN ルータ デバイスのクラスに割り当てられる強力な
ダイナミック Web フィルタが WAN ギガビット付いています二倍になり、エンドポイント
は生産性を高め、ネットワークおよびコンピューターの安全性を実行します。
 
RV34X シリーズ用のデータシートを表示することを望んだ場合ここをクリックして下さい
。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

目次
 

Cisco RV34x シリーズと RV32x シリーズ ルータの違いとは何か。
どんなモデルが RV34 X シリーズで利用できますか。
何が Application Visibility and Control（AVC）あります（AVC）か。
クライアント表示とは何か。
オプションのライセンス 部品番号とは何か。
何 VPN トンネルがサポートされますか。
どのようにモバイルデバイスのための Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライ
アント ソフトウェアを得ますか。
RV34x ルータの AnyConnect ライセンスを必要としますか。
何あります動力を与え、RV345P にイーサネット（PoE）ポートに総電力予算はもの
がありますか。
  

FAQ
 

RV34x シリーズと RV32x シリーズ ルータの違いは次です:
 

高性能
Windows 8、Windows 10 および Mac OS X のためのインターネット プロトコル セキ
ュリティ（IPSec）サポート
アプリケーション表示および制御
クライアント表示

1. Cisco RV34x シリーズと RV32x シリーズ ルータの違いとは何か。
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Cisco AnyConnect Secure Sockets Layer （SSL） VPN クライアント サポート
ワイヤレス、PoE およびより多くの LAN ポートが付いているモデル
自動ソフトウェア アップデート
 

次のモデルは利用できます:
 

RV340 — 4 つの LAN ポートとの二重 WAN
RV340W — 4 つの LAN ポートおよび統合された 802.11ac ワイヤレスアクセスポイン
トとの二重 WAN
RV345 — 16 の LAN ポートとの二重 WAN
RV345P - 16 の LAN ポートとの二重 WAN、PSE （PoE）ポートである 8
 

Ciscoアプリケーション表示およびコントロール（AVC）はアプリケ− ションパフォーマン
スを監察し、ネットワークで起こる問題を解決します。 RV34x シリーズ ルータは AVC を
特色にし、Skype、オフィス 365、および WhatsApp のようなアプリケーションを LAN に
から WAN および WAN LAN に渡るトラフィックを識別できます。 それはおよそ 500 のア
プリケーションを識別できます。 アプリケーションはローカルIP グループ ブロックするこ
とができます多くを学ぶためにまたはクライアント ID はここをクリックします。
 
さらに、ユニークな WAN ポリシーはほとんどのアプリケーションのために（優先順位およ
びシェーピング）定義することができます。 ルータはサービスに 90日間試験が付いていま
す。 試験が切れた後サービスを維持するために、LS-RV34X-SEC-1YR=license は購入され
なければなりません。
  

4. クライアント表示とは何か。
 

RV34x シリーズは OS タイプ（Windows、Mac OS X、iOS、Android、等）によって分類
LAN クライアントをできます。 ルータはサービスに 90日間試験が付いています。 試験が
切れた後サービスを維持するために、LS-RV34x-SEC-1YR=license は購入されなければな
りません。
 

RV34x シリーズ ルータのための 2 つのオプションのライセンスがあります。
 

LS-RV34X-SEC-1YR= は 1 年間の Web フィルタリング、アプリケーション表示および
クライアント表示を提供します。
LS-RV-ACS-25-1YR= は 1 年間の AnyConnect 25 の同時接続を提供します。
 

IPSec — 50 まで同時接続
ポイント ツー ポイント トンネリング プロトコル（PPTP） — 25 まで同時接続
Cisco AnyConnect SSL — 2 同時接続は自由のために含まれています。 トンネルの数は
オプションの LS-RV-ACS-25-1YR= ライセンスとの 25 に増加し、更に第 2 LS-RV-

2. どんなモデルが RV34X シリーズで利用できますか。

3. 何が Application Visibility and Control（AVC）あります（AVC）か。

5. オプションのライセンス 部品番号とは何か。

6. 何 VPN トンネルがサポートされますか。

RV34x シリーズ ルータは複数の VPN メソッドをサポートします。  サポートされている接続の
これらのメソッドおよび数の要約は続きます:



ACS=25-1YR=license の 50 までのトンネル高めることができます。 RV34x シリーズ
の Cisco AnyConnect SSL は Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントと
はたらきます。 Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントはデバイスによ
って利用可能別々に含まれていないし。
 

smartphone からの AnyConnect VPN を使用するために、アプリケーション ストアから
Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアントをダウンロードする必要があります。
Cisco はラップトップ、卓上 コンピュータ、smartphone、または電話でクライアントソフ
トウェアをインストールし、使用するために Cisco Secure AnyConnect モビリティ クライ
アントのユーザ ライセンスを得るように要求します。 お勧めの ライセンスは L-AC-PLS-
LIC=Oty=25 Duration=12 です。 これは 25 ユーザライセンスを与え、ユーザは彼が選択す
るあらゆるデバイスでクライアントをインストールできます。
 
モバイルデバイスの AnyConnect を試すため:
 

 
AnyConnect のための Google 演劇ストア URL を参照するためにここをクリック
して下さい
 

 
AnyConnect のための Apple iOS ストア URL を参照するためにここをクリックし
て下さい
 

 
詳細については AnyConnect 認可更新のコミュニティ説明は、ここをクリックし。
 

 
認可構造-ファームウェアのバージョン 1.0.3.15 およびそれ以
降
 

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。
  

認可構造-ファームウェアのバージョン 1.0.2.16 か下部の
 

まだファームウェアをアップデートしない場合、そう今して下さい。 RV34X シリーズ用の
ダウンロード ページを参照するためにここをクリックして下さい。 AnyConnect 機能環境
に関しては、2 つの別々のライセンスが必要となります。 第 1 は AnyConnect のサーバコ
ンポーネントを認可する AnyConnect サーバライセンスです。 これらのライセンスは
AnyConnect クライアントからのデバイスへの接続を可能にします。 第 2 ライセンスであ
る AnyConnect デスクトップ クライアントの使用を可能にする、また利用可能であるの
AnyConnect モービル クライアント AnyConnect クライアント ライセンス必要となる。
 
RV340 シリーズ ルータは AnyConnect 2 サーバライセンスが、持っている顧客があらゆる
RV340 シリーズ ルータによって AnyConnect クライアント既に 2 つの VPN トンネルを同
時に確立できる認可することを意味しますデフォルトで付いていて。
 
持っていないそれらのために AnyConnect クライアントは、ライセンス購入する必要があり
ます既に認可しています。 ここに取付けられる Cisco AnyConnect オーダ ガイドを参照し

7. モバイルデバイスのための Cisco AnyConnect セキュア モビリティ クライアン
ト ソフトウェアを得る方法

8. RV34x ルータの AnyConnect ライセンスを必要としますか。

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android.avf&hl=en_US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cisco.anyconnect.vpn.android.avf&hl=en_US
https://apps.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690
https://apps.apple.com/us/app/cisco-anyconnect/id1135064690
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp
https://software.cisco.com/download/home/286287791/type/282465789/release/1.0.03.15?i=!pp
/content/dam/en/us/products/collateral/security/anyconnect-og.pdf


て下さい。 デモ AnyConnect クライアント ライセンスはこの書き込みの時に小規模企業向
けルータで利用できません。
 
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。
  

9. 何あります動力を与え、RV345P にイーサネット（PoE）ポートに総電力予算は
ものがありますか。
 

RV345P に 802.3af および 802.3at PoE 機能をサポートする 8 つのポートがあります。  各
ポートは 120W の総電力予算との 30W の最大を、サポートできます。
 
 
 

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5535-anyconnect-licensing-for-the-rv340-series-routers.html
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