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RV160/RV260 ルータのための DMZ オプション 
目標
 
この資料は非武装地帯の設定の 2 つのオプションを- RV160X/RV260X シリーズ ルータの DMZ
ホストおよび DMZ サブネット取り扱っています。
  
要件
 

RV160X
RV260X
  

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 Webサイト サーバを参照
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 はネットワークで DMZ を使
用する 2 つのメソッドを提供しますどのようにの動作するかその両方とも重要な違いを運ぶ。 視
覚参照強調表示は 2 つの動作モード間の違い下記にあります。
  
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
 



 
 
 
 
DMZ 型 比較して下さい コントラスト
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。
RV260 ハードウェアでだけ利用可能。

IP アドレッシングに関して

この技術情報は使用方法のニュアンスを運ぶ IP アドレッシング方式を利用します。 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によって割り当てられます。 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（ISP）。

DMZ ホストの設定

この方式に必要な情報が目的のホストの IP アドレスが含まれています。 IP アドレスはパブリッ
クまたは private のどれである場合もありますパブリックIPアドレスは WAN IP アドレスより別
のサブネットにあるはずです。 DMZ ホスト オプションは RV160X および RV260X 両方で利用で
きます。 下記のステップに従がって DMZ ホストを設定して下さい。

ステップ 1： 左メニューバーのルーティングデバイスに、ログイン した後ファイアウォール >
DMZ ホストをクリックして下さい。



ステップ 2. Enable チェックボックスをクリックして下さい。

ステップ 3. WANアクセスに開発したいホストの指定 IP アドレスを入力して下さい。



ステップ 4 アドレッシングに満足させた場合、Apply ボタンをクリックして下さい。

注: RV160X シリーズだけを使用して、確認手順にスキップしたいと思う場合この資料のそのセク
ションに移動するためにここをクリックして下さい。

ハードウェア DMZ の設定

RV260X シリーズだけに利用可能、この方式は選択する方式に基づいて別の IP アドレッシング
情報を必要とします。 メソッドは両方とも全くサブネットワークを使用されているか非武装地帯
を作成するのにサブネットワークのどの位である違いゾーンを定義するのに使用します。 この場
合、オプションは-すべてまたはいくつかあります。 サブネット（すべて）方式はサブネット マ
スクと共に DMZ の IP アドレス自体を、要求します。 この方式はそのサブネットワークに属する
IP アドレスすべてを占めます。 範囲（いくつか）方式が DMZ の内にあるべき IP アドレスの連
続的な範囲を定義することを可能にする一方。

注: いずれにしてもサブネットワークの IP アドレッシング方式を定義するために ISP を使用する
必要があります。

ステップ 1： RV260X デバイスにログイン した後、WAN > ハードウェア DMZ クリックして下さ
い



注: スクリーン ショットは RV260X ユーザインターフェイスから奪取 されます。 このページで
表示する ハードウェア DMZ オプションのスクリーン ショットは下記にあります。



ステップ 2.イネーブル（DMZ ポートへの変更 LAN8）チェックボックスをクリックして下さい。
これは高められた セキュリティを必要とするサービスに DMZ 「ウィンドウだけ」にルータの第
8 ポートを変換します。

ステップ 3 選択可能 オプションの下で情報メッセージ ディスプレイ 『Enable』 をクリック す
ることの後。 ネットワークに影響を与えるかもしれ、OK をクリックするポイントのための詳細
を、一致します上のチェックボックスと検討して下さい。

ステップ 4 次のステップは 2 潜在的なオプション、サブネットおよび範囲に分割します。 下記の
例でサブネット 方式を選択しました。



注: 範囲 方式を使用するように意図する場合範囲放射状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。

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。

DMZ を確認してきちんと設定されます

DMZ を確認することは適切にゾーンのの外部のもとからのトラフィックを受け入れるために
pingテスト足ります設定されます。 最初にしかし、DMZ のステータスをチェックするために管
理インターフェイスに立寄ります。

ステップ 1： DMZ を確認することは、ステータスへのナビゲート設定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 8 か「LAN 8" 「は接続されられ
る」として DMZ のステータスをリストします。



DMZ が予想通りオペレーティングである場合テストするのに信頼できる ICMP Ping 機能を使用
できます。 ICMP メッセージかちょうど「PING」、DMZ のドアでたたく試み。 DMZ が「
HELLO」の発言によって応答すれば PING は完了します。

呼び出します。 ブラウザ PING 機能にナビゲート するために、> 診断『管理』 をクリック して
下さい。



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。

PING が正常なら上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し始められますはずで
す。 
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