ヤマハ ネットワーク製品の情報発信
ヤマハからの情報発信サイト
製品情報

ギガアクセスVPNルーター

早わかり
技術情報

RTX1210

製品ガイド

希望小売価格: 125,000円(税抜)

RTX1200の使い勝手を継承しつつ、大幅にパワーアップ

http://jp.yamaha.com/products/network/

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/

・製品情報 ・ダウンロード（カタログ）・設定例

・技術情報（外部仕様書） ・設定例集

・生産/修理対応終了一覧の情報を中心した製品情報サイトです。

・ダウンロード（ファームウエア、リリースノート、マニュアル）

SCSK

ヤマハネットワーク機器サイト

ユーザーコミュニティサイト（登録無料）

新機能
LANマップ
搭載
詳細は6ページ

http://www.scsk.jp/product/common/yamaha/

http://yne.force.com/

・導入事例 ・提案支援サイト（販売店様用）・キャンペーン情報

・ヤマハエンジニア同士による問題解決

・セミナー情報 ・展示会出展情報の販売関連情報を主体とした

・遠隔検証システム

情報サイトです。
お問合せ

対応回線およびサービス網
FTTH（光ファイバー）

ADSL

CATV

ATM回線※1

IP-VPN網

広域イーサネット網

ISDN

高速デジタル専用線

フレッツ・サービス

データコネクト

IPv6 PPPoE/IPoE

携帯電話網

（フレッツ光ネクスト）

（フレッツ光ネクスト）

基本性能
スループット
最大

本冊子に記載されている会社名、製品名は一般に各社の登録商標あるいは商標です。

IPsecスループット

2.0G bit/s

最大

1.5G bit/s

PPPoE

40 セッション

VPN※2

NAT

ファイアウォール

100 対地

65,534セッション
SIP-NAT対応

65,534 セッション

IPsec、L2TP/IPsec、PPTP、IPIP、L2TPv3

（※1）ATM 回線をお使いの場合、ATM-TA が別途必要です。 （※2）IPsec、L2TP/IPsec、PPTP、IPIP、L2TPv3 併せて使用可能な対地数です。

継承される主な機能
1 モバイル通信対応

3 L2TPv3

複数拠点を同一セグメントに集約

モバイル通信対応とは

メリットは

L2TPv3とは

USBタイプのモバイル通信カードをRTX1210

●

に挿し、モバイル網をWAN回線として活用する
通信形態

●

L2フレームをIPパケットとしてカプセル化することで、L2レイヤーでの

●

異なる組織間のネットワークを接続したい場

VPN接続 (L2VPN)を実現するトンネリングプロトコル。

合 でも、アドレスレンジを調 整 することで、

L2TPv3を使うことで複数の拠点を同一セグメントのネットワークとして

容易にネットワークを統合することが可能。

構築することができる。

対応モバイルカード

IPアドレス体系が重複

主要キャリアのモバイル通信カードに対応。詳細
は以下のURLをご参照ください。
http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/m

A社

A社／ B社合併による統合VPNネットワーク
B社

サーバー

サーバー

192.168.2.1/24

192.168.3.1/24

サーバー

サーバー

192.168.2.1/16

192.168.3.1/16

obile-internet/index.html#cellphones

モバイル通信の活用事例
4つの拠点をL2レベルで同一のセグメント化

①有線回線未提供エリアでの通信
②有線回線敷設工事までの一時的な利用
③有線回線のバックアップ
④有線回線の代替としての主回線利用（拠点統
廃合の多い業態等での利用）
192.168.1.1 〜 3/24

2 外部メモリ対応機能

microSDメモリを使ったRTX1210交換作業の簡素化

4 L2TP/IPSec

192.168.4.1 〜 3/24

192.168.1.1 〜 3/16

192.168.4.1 〜 3/16

スマートデバイス（iOS/Android）から社内へのリモートアクセス

外部メモリ機能とは

L2TP/IPSecとは

microSDを外部メモリとして利用することに

ネットワーク間でのVPN 接続を実現するトン

よって、保守・運用を効率化する機能

ネリングプロトコル。

社内業務サーバー

AndroidやiOSには標準搭載。

どんなことに使えるのか
①ログの蓄積
●

●

L2TP/IPSecの活用事例は

Syslogサーバーを立てなくともmicroSD

社外に持ち出したスマートデバイスから

メモリに外部出力可能

RTX1210に 対してL2TP/IPSecを利 用して

再現性の少ないトラブルの解析等に有効

セキュアにリモートアクセス

②ネットワーク知識のない方によるRTX1210
交換作業
●

手 順1：故 障し たRTX1210から 新し い
RTX1210へmicroSDメ モ リ 及 びLAN
ケーブルを差し替え

●

手 順2：新しいRTX1210の 電 源 投 入に
より、microSDメモリ内の設定ファイルで
RTX1210が起動

注）USBメモリでも同様の機能が利用可能です。
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Windows端末

（YMS-VPN8が別途必要）

Android端末

iOS端末

3

進化した4つの特長
3 ダッシュボード

1 高性能/高スループット
VPNスループット 最大1.5Gbps
●

ルーターでの通信ボトルネックを解消

●

RTX1200比

RFC2544試験結果
■VPN接続［IPSec

▲

最大2Gbit/s

スループット

RTX1200

最大1Gbit/s

RTX1110

Throughput［Mbps］

▲

RTX1210

標準で用意されている
ガジェット

1600

15倍の圧倒的な高スループット

RTX1100比

RTX1210
RTX1200
RTX1100

RFC2544̲UDP̲双方向̲IPSec(fast)

1800

7倍

RTX1210のリソース利用状況をグラフィカルにガジェット表示

スループット性能
IKEv1/IKEv2］

12倍

1200
1000

7倍

800
600
400
200
0

最大200Mbit/s

VPNスループット 最大1.5Gbit/s 最大200Mbit/s 最大120Mbit/s

1400

0

128

256
512
1024
Frame Size［byte］

※NATなし、フィルタなしの性能

1280

1380

■VPN接続［IPSec］

RTX1200比

9倍

●

RTX1100比

30倍

▲

●

▲

※１：1秒間に処理できる新規のTCPコネクション数

TCPコネクション数［cps］

コネクション処理性能（※１）の改善を実施。

TCP̲Connection̲HTTP32Kbyte̲IPSec(fast)

■ RTX1210
■ RTX1200
■ RTX1100

1000

30倍

800
600

ガジェットの選択、配置は

9倍

400

ユーザーが任意で選ぶことが可能。

200

RTX1100

※NATなし、フィルタなしの性能

RTX1200

電源ケーブルが外れにくいビルトイン構造採用

プロバイダー接続情報

●

VPN接続状態（拠点間）

●

VPN接続状態（リモートアクセス）

●

NATセッション数

●

ファストパスフロー数

●

動的フィルターセッション数

●

不正アクセス検知履歴

●

SYSLOG

4 LANマップ
動作温度
●

RTX1200［40℃］→RTX1210［45℃］に

悩めるネットワーク管理者を救うヤマハルーターの新機能
※詳細解説 6ページから

①エンドユーザー情報システム部門のネットワー
②エンドユーザー様からネットワークの監視、運

空調が整備されていない過酷な温度条件での

用を受託しているSIer様

設置が可能に

RTX1210

LANマップの想定利用者層
ク運用担当者様

向上
●

31mm

●

暗号/認証方式はAES-128、HMAC-SHA1を利用

小型化
奥行きをRTX1200より31mmコンパクトに

インターフェイス情報

RTX1210

2 進化したハードウエア

●

●

● トラフィック情報（PP)

1200

0

●

リソース情報

● トラフィック情報（TUNNEL)

1400

WEBページ情報量の増大により、ルータで対応できるTCP

システム情報

●

● トラフィック情報（LAN)

暗号/認証方式はAES-128、HMAC-SHA1を利用

TCPコネクション処理試験結果

TCPコネクション処理性能

●

何ができるのか
RTX1200

①正常なLANの接続状態との異常発生時の接

45℃

省エネ
●

最大消費電力

RTX1210
RTX1200

4

続状態の差分をグラフィカルに表示します。
②RTX1210＋SWXシリーズをご導入いただ
くことで端末まで含めたLANの接続構成（ト
ポロジ ー）が自動 的にLANマップとして 作
成可能です。

RTX1200［16W］→RTX1210［14.5W］に低減

③ループ発生時のループ構成となっている該

14.5W
LANマップとは

16.0W

●

未使用ポートへの給電ストップ

●

EEE搭載（Energy Eﬃcient Ethernet)

：1W相当

ルーターを拠点LANの状態監視装置として動作させる、ヤマハの新しい運用管理機能。
お客様はRTX1210にヤマハスイッチ（SWXシリーズ）を接続することでスイッチから
末端のPC等まで包括的にLANの状態監視が可能。

当ポートをLANマップでグラフィカルに表示
します。
④端末についてもMACアドレス、メーカー、IP
アドレス等をRTX1210で取得し、LANマッ
プに自動で反映させることができます。

5

こんなことってありませんか？ [悩める管理者を救うLANマップ]
各拠点のネットワーク機器・PC等の管理を効率的にできないか？
こんな要望はありませんか？
個人持ち込みの
デバイスの接続を
管理したい

監査に備えて
ネットワーク構成を
管理しておきたい

ヤマハのスイッチ（SWX2200シリーズ）や無線アクセス

将来的なネットワーク機器や
PCの拡張も
手間をかけずに管理したい

ポイント（WLX302）がLANに接続されるとRTX1210
は自動的に機器検出し、LANマップ上に表示します。

今までは
PowerPointやVisioでの構成図作成は
手間がかかる

スイッチにPCが接続された場合も自動的に接続され
たPCを検出し、LANマップに表示します。

監査のために資産管理ツールを導入したり、
管理者を置くとコストがかかる

LANマップを使えば

PC等端末が順次増設されても検出し、LANマップ上
に表示します。
※検出した内容が完全でない場合には管理者の編集が必要な場合
があります。

ネットワーク機器の構成図（トポロジー）が自動作成

ネットワーク敷設時の「正しい」接続構成を保存可能

スナップショット機能を利用すれば、未登録のPCが接
続されたことも画像のとおり、簡単にわかります。

PCが増えたり、ネットワーク機器が増えても
構成図上に自動検出
不正なPCが接続されているときは
赤色のハイライトでお知らせ

6

7

拠点のPCから通信ができず、その原因を特定するまでにかなりの時間がかかってしまった
結局のところ原因は・・・
LANケーブルの
接触不良だった

スナップショット機能を実行する

スイッチの
電源ケーブル
抜けだった

誰かがLAN配線を
変更したためLANが
ループしていた

とRTX1210が現在のLANの接
続構成を保存します。
左記画像はRTX1210からスイッ
チが見えなくなっていることを示
します。

今までは
スイッチのステータス/各ポートのLED確認

このような場合、スイッチの電源
ケーブル抜けやスイッチ自体の
故障などを原因として推定する
ことができます。

ルーターにコンソールアクセスしてPINGでスイッチの死活確認
地道にスイッチの各ポートからケーブルを順番に
抜き差ししてループの可能性を確認 ※
◎機器ステータスの確認のため拠点のユーザーを一定時間拘束
◎ITに不慣れな拠点のユーザーとの切り分け作業に時間がかかる
◎最終的に、SIベンダーが緊急で出動することになる
※実際には拠点のLAN配線は管理されていないことが多く、ループが原因の場合、このような１本１本のLANケーブル抜き差しによる地道な作業での
原因特定となる。

上記同様、スナップショット機能
を実行した場合、PCにおいても
RTX1210から見えなくなったも
のを表示します。
このような場合、PCとスイッチ間
のLANケーブル断線やコネクタ
の接触不良などが考えられます。

LANマップを使えば
スナップショット機能とループ検知機能で遠隔から即解決
スイッチがグレーアウトしている
◎スイッチの電源ケーブルが抜けている？
◎スイッチ自体が故障している？

特定のPCが赤くハイライトされている
◎PCとスイッチ間のLANケーブルの接触不良？
◎LANケーブルが断線している？

LANケ ー ブ ル の 差し 間 違 えで
ループ構成が発生してしまった
場 合には、ル ープ 対 象 のスイッ
チ及びポートを推定し、表示しま
す。1本1本 のLANケ ー ブ ル の
抜き差しでループ箇所を特定す
る必要はありません。

特定のポートでループ発生が表示されている
◎表示されたポート間でループが発生している？

遠隔からRTX1210にログインするだけで原因を推定・異常個所の絞込みができる
グラフィカルかつ自動で問題箇所を表示するため、直感的に理解できる
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どこに何が接続されているのかわかれば便利なのに・・・
LANマップを拠点機器のDBとし

こんな要望はありませんか？

て、どこに端末が接続されている
か物理的な接続場所を特定する

PCをリプレイスしたいが、

メンテナンスのため、

異動した山葉さんのPCが

対象PCがどこに

POSレジが接続された

どこに接続されていたのか

接続されているかわからない

ポートを特定したい

ポートを特定したい

検索機能があります。

今までは
ネットワーク構成図をもとに対象機器を特定
◎配線が変わっていてPCの特定に時間がかかることも

LANマップ に あ る 情 報 を 検 索
キーとしてPCの接続場所を特定
しています。
（左記画像ではMAC

地道にLANケーブルの配線を追う

アドレスで検索）

◎床下・天井まで配線が追えないことも

LANマップを使えば
キーワードで検索した機器をハイライト表示
◎LANケーブルを目視で追う必要なし

CSVファイルでの保存が可能
◎ルーター故障時も復旧が簡単

LANマップの機器マスターを編
集することができます。
コメント欄にはユーザー任 意の
管理項目を入力可能です。
※OSやメーカー名等検出結果を編集していただく必
要がある場合があります。

※IPアドレス、OS、メーカー、ホスト名、MACアドレス、コメント等を保存可能
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Q&A

RTX1210仕様対比表（主要機能）
RTX1210

RTX1200

質問

RTX1100

RTX1200と比較して

本体写真

使えなくなった機能はありませんか

性能

2Gbps

1Gbps

200Mbps

IPSecスループット

1.5Gbps

200Mbps

120Mbps

PPPoEセッション数

40

20

12

VPN対地数（IPSec)

100

100

30

NATセッション数

インターフェイス

複数保存機能

65,534

20,000

4,096

ギガビット対応

○

○

×
（FE）

ポート数（WAN側）

2

2

2

ポート数（LAN側）

8

8

4

ISDN(S/T点)

1

1

1

USBポート（モバイル通信用）

1

1

×

microSDスロット数

1

1

×

コンフィグ数

5

5

5

ファームウエア数

2

2

2

ログ容量

10000行

500行

○

×

拡張機能

ダッシュボード

○

×

×

Luaスクリプト

○

○

×

モバイル（USB型）を使ったデータ通信

○

○

×

データコネクト対応
機能トピックス

○

○

×

L2TP/IPSecで可

L2TP/IPSecで可

×

パワーオフログ保存機能

○

○

×

ファームアップフェールセーフ機能

○

×

×

スマートデバイスとのVPN接続

RTX1200と比較して
新しく追加された機能はありますか

RTX1200やRTX1100を
使っていますが、設定内容は
引き継げるのでしょうか
D-SUB9ピンケーブル
（コンソール設定用）は
使用できますか

ハー ド ウエア

10000行
LANマップ対応

ヤマハスイッチ制御

ソ フ ト ウェア

スループット

17 18

1

3

インターフェイス

19 20

4

9

6

21

10 11

7

12

13

22 23

電源ケーブルは
本体据え付けでしょうか

15 ALARMランプ

3 LAN3ポート

16 STATUSランプ

4 ISDN S/Tポート

17 LINK/DATAランプ

5 CONSOLEポート（設定用）

18 SPEEDランプ

6 microSDスロット

19 L1/B1ランプ

7 USBポート

20 B2ランプ

8 ACインレット

21 microSDランプ
22 USBランプ
23 DOWNLOADランプ

9 microSDスイッチ
10 USBスイッチ

その他

11 DOWNLOADスイッチ

13 ケンジントンロック取付穴
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故障率の低減を目的としてヤマハでは拠点ルーターのラインアップを原則ファンレスとし
てきました。RTX1210も従来シリーズ同様ファンレスを採用をしております。
YMO-RACK1Uというラックマウントトレイがございます。
YMO-RACK1UではRTX1210を1UにRTX1210を2台並列してラックマウント可能
です。また今後はYRK-1200のようなRTX1210固定型のラックマウントキットも製品
化することを検討しております。
1年間となります。
SCSKでは現在エンドユーザー様からの申し込みによりメーカー保証期間を1年延長する
延長ワランティキャンペーンを実施しております。是非納品先のお客様にご案内ください。
SCSKの営業担当にお問合せいただくか、下記メーカーサポートセンターにお問合せください。

何か聞きたい場合の
問合せ先はないですか

【ヤマハルーターお客様相談センター】

TEL：03-5651-1330

受付時間：9:00-12:00 / 13:00-17:00（土日祝日、年末年始、ヤマハ定休日は休業）
製品情報はどこにありますか

製品の技術情報はどこにありますか
キャンペーン・セミナー情報は

セ ールス

14 POWERランプ

2 LAN2ポート

12 電源スイッチ（STANDBY-ON）

何年ですか

R T X 1 2 1 0では電 源ケーブルと本 体が分 離 するインレットタイプを採用しております。
電 源ケーブルが抜けないようインレット口を本 体 奥に収 納し、電 源ケーブル 抜け防 止 金
具を標 準 装 備しております 。

LED

1 LAN1ポート

スイッチ

シリアルコンソールのインターフェイスが従来のD-SUB9ピンからRJ-45に変更されて
います。それに伴いオプション品としてD-SUB9ピンからRJ-45へのコネクタ変換ケー
ブルYRC-RJ45C（希望小売価格 ￥4,800）をご用意しております。

RTX1210は金属筐体を採用しております。

製品のメーカー保証期間は

8

外部DB参照型のURLフィルタ機能のようにRTX1210でサポートされていない機能は
引き継げませんが、ルーティングやVPN、フィルタ等のコマンドは同じですので、設定内
容を基本的には引き継ぐことが可能です。

筐体はプラスチックですか

ありますか

サポー ト

14 15 16

2

GUIについては大きく機能が追加されています。
・ルーターの各種情報を一覧で参照することができるダッシュボード
・LANマップ
・GUI画面右上にCONFIGボタン及びTECHINFOボタンが追加されました。コマンドを
使わなくとも、簡単に情報取得できるようになりました。
またLAN1の8ポートではリンクアグリゲーションをサポートいたしました。但し、このリ
ンクアグリゲーションは帯域増強ではなく、冗長化のみに対応しています。

RTX1210ではRTX1200では標 準 添 付されていたLANケーブル、シリアルケーブル
等が無くなっていますのでご注意ください。

ラックマウントキットは

5

ほ と ん ど の 機 能 は 継 承 さ れ て お りま す が、外 部DB参 照 型 のURLフィル タ 機 能 は
RTX1210ではサポートされておりません。

付属品はありますか

ファンレスか

RTX1210外観図

回答

どこにありますか
導入事例はどこにありますか
製品購入などについての
相談や提案前の確認は
どこにすればよいですか

ヤマハのネットワーク機器ホームページをご参照ください。

http://jp.yamaha.com/products/network/

ヤマハのネットワーク周辺機器技術ホームページをご参照ください。

http://www.rtpro.yamaha.co.jp/

SCSKのヤマハネットワーク製品ホームページをご参照ください。

http://www.scsk.jp/product/common/yamaha/
以下のSCSKのホームページに掲載しております。

http://www.scsk.jp/product/common/yamaha/jirei.html
お客様が懇意にされているITベンダー様もしくは以下にあるSCSKのメーリングリストに
お問合せください。

rt-info@ml.scsk.jp
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RTX1210詳細仕様表
認証番号
LANポート
WANポート
ISDN Uポート
ISDN S/Tポート
PRIポート
LINEポート
TELポート
microSDスロット
USBポート
コンソールポート（設定用）
拡張スロット
Flash ROM
RAM
内蔵L2スイッチ機能
閉域網サービス用機能
タグVLAN（IEEE 802.1Q）
PPPoEセッション数
対応回線およびサービス網（※1）

CD14-0216001/M14-0011
3ポート（10BASE‐T/100BASE‐TX/1000BASE‐T、ストレート/クロス自動判別）※LAN1ポートは8ポートL2スイッチ
任意のLANポートを利用可能
‐
1ポート（終端抵抗ON/OFF可能）
‐
‐
‐
1スロット（SDHC対応）
（※2）
1ポート（USB 2.0 Type‐A、給電電流:最大500mA、USBメモリ/USBデータ通信端末に対応）
1ポート（RJ-45、9,600/19,200/38,400/57,600/115,200bit/s）（※3）
‐
32MB（ファームウェア：2組、コンフィグ：5組/履歴機能あり）
256MB
ポート分離, LAN分割（ポートベースVLAN）, ポートミラーリング, リンクアグリゲーション
タグVLAN, IPv6マルチキャスト（MLDv1、MLDv2、MLDプロキシ）
LANごとに32ID, PPPoE over タグVLAN
40
FTTH（光ファイバー）, ADSL, CATV, ISDN（BRI）, 高速デジタル専用線（64kbit/s、128kbit/s）, ATM回線, IP‐VPN網, 広域イーサネット網,
携帯電話網, フレッツ・サービス, IPv6 PPPoE/IPoE（フレッツ光ネクスト回線）, データコネクト（フレッツ光ネクスト回線）
IPv6接続形式
ネイティブ, トンネル, デュアルスタック, RAプロキシ, DHCPv6-PD, IPv6 PPPoE
WANプロトコル
PPP, PPPoE, MP （i）
ルーティング対象プロトコル
IP, IPv6
IPルーティングプロトコル
RIP, RIP2, OSPF, BGP4（EBGP、IBGP）
IPv6ルーティングプロトコル
RIPng, OSPFv3
経路エントリー数
最大10,000 （※4）
OSPFネイバー数とその経路
30ネイバーの時:経路数8,000 （※4）
BGP4経路数
最大10,000 （※4）
データ圧縮
IPComp, CCP（Stac LZS）, VJC
スループット
最大2.0Gbit/s （※5）
IPsecスループット
最大1.5Gbit/s （※6）
L2TPv3スループット
未計測
L2TPv3/IPsecスループット
未計測
VPN対地数（PPTP）
4
VPN対地数（IPsec）
100 （※7）
VPN対地数（L2TPv3）
9
VPN対地数（最大設定可能数）
100 （※8）
SIP同時接続数
8（データコネクト）
アドレス変換機能（NATディスクリプター機能）
NAT, IPマスカレード, 静的NAT, 静的IPマスカレード, DMZホスト機能, PPTPパススルー（複数セッション）（※9） ,
IPsecパススルー（1セッション）, FTP対応, traceroute対応, ping対応, SIP‐NAT対応（※10）, IPマスカレード変換セッション数制限機能
NATセッション数
65,534
優先制御, 帯域制御（Dynamic Traﬃc Control）, CBQ（i）, WFQ（i）, Dynamic Class Control, VPN QoS（※11）, 帯域検出機能,負荷通知機能
QoS機能（制御方式）
QoS機能（分類方式）
IPアドレス, プロトコル, ポート番号, ToSフィールド
QoS機能（網側QoS機能との連携）
ToS→CoS変換
VPN機能
IPsec（VPN機能：NATトラバーサル、XAUTH）
＋AES128/256、3DES、DES（暗号機能：ハードウェア処理）+IKE/IKEv2（メインモード、
（※12）, L2TP/IPsec, L2TPv3, L2TPv3/IPsec
アグレッシブモード）, PPTP（VPN機能）
＋RC4（暗号機能）
認証機能
RADIUS, PAP/CHAP, MS-CHAP/MS-CHAPv2, ISDN識別着信（i）
セキュリティー機能
URLフィルタリング機能（内部データベース参照型）, DHCP端末認証機能 , Winnyフィルター（Winny Version2対応）,
Shareフィルター（Shareバージョン1.0 EX2対応）, MACアドレスフィルタリング
ファイアウォール機能（IPv4/IPv6静的フィルタリング） IPアドレス, ポート, プロトコル（Established、TCPフラグ有り）, ソース/デスティネーション, LAN側/WAN側のIN/OUTに適用
ファイアウォール機能（IPv4/IPv6動的フィルタリング） 基本アプリケーション（TCP、UDP）, 応用アプリケーション（FTP、TFTP、DNS、WWW、SMTP、POP3、TELNET）, 自由定義,
LAN側/WAN側のIN/OUTに適用
動的フィルター・セッション数
65,534
ファイアウォール機能（IDS：IPv4不正アクセス検知）
LAN側/WAN側のIN/OUTに適用, IPヘッダー , IPオプションヘッダー , ICMP・UDP・TCP・FTPなどのカテゴリで41種の不正アクセスを
検出可能, 不正アクセス検知メール通知機能
バックアップ機能
VRRP, フローティングスタティック, ネットワーク/PP/LAN/Tunnel等バックアップ機能によりVPN/イーサネット/ISDN（i）にバックアップ,
バックアップメール通知
IP keepalive対地数
100 （※13）
管理プロトコル
SNMP（v1,v2c,v3）
統計・管理機能
ダッシュボード機能（システム情報、リソース情報、インターフェース情報、
トラフィック情報、プロバイダ接続状態、VPN接続状態、
NATセッション数、ファストパスフロー数、動的フィルターセッション数、不正アクセス検知履歴、SYSLOG）
LAN管理
スイッチ制御（SWX2200対応）, アクセスポイント制御（WLX302対応）, VLAN一括設定, スナップショット機能, LANケーブル二重化, 端末管理（LANマップ）
プログラム管理
コンフィグ多重（履歴機能）, DOWNLOADボタン・Web GUI・TFTP/SFTP・外部メモリ
（microSD、USBメモリ）からのリビジョンアップ,
外部メモリ（microSD、USBメモリ）に保存されたファームウェア・コンフィグの優先起動
ロギング機能
メモリに蓄積, SYSLOGでの出力, 外部メモリ（microSD、USBメモリ）への出力（暗号機能あり）,
電源スイッチ切断時のログ保存（パワーオフログ保存機能）, リブートログ保存機能
ログ記憶容量
最大10,000行
設定手段
コンソール, TELNETサーバー（多重）, TELNETクライアント, SSHサーバー（多重）, SSHクライアント, Web GUI（カスタムGUI対応）,
（※14）,
外部メモリ
（microSD、USBメモリ）経由での設定, TFTP/SFTPによるダウンロード/アップロード, ISDN回線経由のリモートセットアップ（i）
データコネクト経由のリモートセットアップ
GUIの推奨ブラウザー
・Windows：Internet Explorer 9, 10, 11, Google Chrome 37.0 以上, Mozilla FireFox 32.0 以上
・MAC：Safari 7.0 以上・iOS：Safari 7.0 以上
その他機能
DHCPサーバー , DHCPクライアント, DHCPリレーエージェント, DNSリカーシブサーバー , DNSサーバー選択機能, CIDR, PROXY ARP,
（i）, フィルター型ルーティング, LOOPBACK/NULL
SNTPサーバー , NTPクライアント, LANセカンダリアドレス設定, BOD（MP、BACP）
インターフェース, リモートアクセスサーバー（i）, パケット転送フィルター , マルチホーミング, スケジューリング機能, コールバック(無課金独自方式、
（※14）, 生存通知機能, ネットボランチDNSサービス対応（※15）, UPnP対応, Wake on LAN対応
Windows標準方式)（i）
拡張機能
Luaスクリプト
電話機能
‐
状態表示ランプ
前面：28（POWER、ALARM、STATUS、LAN［LINK×10、SPEED×10］、ISDN［L1/B1、B2］、microSD、USB、DOWNLOAD）, 背面：0（‐）
動作環境条件
周囲温度0〜45℃, 周囲湿度15〜80%（結露しないこと）
電源
AC100 〜 240V（50/60Hz）, 電源内蔵, 電源インレット（3極コネクター , C13タイプ）, 電源スイッチ
最大消費電力(皮相電力)、最大消費電流、発熱量
14.5W（28VA）, 0.28A, 52.2kJ/h
省エネ機能
EEE（Energy Eﬃcient Ethernet）, 未使用LANポートのシャットダウン, microSDスロット/USBポート停止
筐体内温度測定
温度計内蔵（コマンドで確認, SNMPによる取得, 閾値設定によるSNMPトラップ, ALARM LEDによる警告）
筐体
金属筐体, ファンレス, セキュリティースロット（ケンジントンロック用）
電波障害規格、環境負荷物質管理
VCCIクラスA, RoHS対応
外形寸法
220（W）×42（H）×239（D）mm（ケーブル、端子類は含まず）
質量(付属品含まず)
1.5kg
付属品
電源コード, 電源コード抜け防止金具, 冊子（はじめにお読みください、保証書）, ゴム足,
（※16）
CD‐ROM（1枚:［ PDF］取扱説明書・コマンドリファレンス・設定例集、
［ソフトウェア］RT‐FileGuard, MD5SUM）
デフォルトIPアドレス
192.168.100.1
仕様対象ファームウェア
Rev.14.01.05
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（i）ISDN環境でお使いいただく場合にご利用いただけます。
（※1） ADSL、CATV、FTTH（光ファイバ ー）等 の 回 線との 接 続 に は、別 途ADSLモ デ ム、
ケ ーブ ル モ デ ムまた はメディアコン バ ーター が 必 要 で す。ATM回 線との 接 続 には、
ATM-TAが別途必要です。また、複数のパソコンでの使用を認めていないプロバイダ
もありますので、契約内容をご確認ください。
（※2） 全 てのUSBメモリの 動 作を保 証 するものではありませ ん。USBハブは利 用 できませ
ん。最新の対応USBデータ通信端末は技術情報(RTpro)サイトにて公開します。
（※3） 別売りのRJ-45コンソールケーブル「YRC-RJ45C」をご使用ください。
（※4） 弊社で実施した測定結果に基づく数値です。
（※5） スループット値は、RFC2544に準じた測定値（NATなし、フィルターなし、双方向）です。
（※6） AES+SHA1利用時のSmartBitsによる、出荷バージョンでの測定値（双方向）です。
（※7） L2TP/IPsecの対地数もIPsecの対地数に含みます。
（※8） IPsec,PPTP,L2TP/IPsec,L2TPv3のVPN設 定を併 用 する場 合はその合 計 数に
なります。
（※9） PPTPクライアントの場合、複数セッションに対応。PPTPサーバーは1セッションです。

（※10） IP電 話 サ ー ビ ス を 併 用 す る こ と が で き ま す。配 下 に ヤ マ ハVoIPゲ ートウ ェ イ
NVR500・RT58i・RT57i・RTV700（い ずれか1台あるいはカスケード1構 成の
み）を設置することができます。なお、WAN側に固定のグローバルIPアドレス（LAN
側にはプライベートIPアドレスを利用）が必要です。
（※11） IPsecトンネル内でQoSを適用する機能です。
（※12） 本 製 品 は、RSA Security Inc.のRSA（R）BSAFE（TM）ソフトウェアを搭 載して
おります。RC4およびBSAFEはRSA Security Inc.の米国およびその他の国にお
ける登録商標です。
（※13） VPNやネットワークバックアップ機能などを併用せず、IP keepalive機能を監視に
利用する場合の対地数です。
（※14） 対向側にヤマハルーターとISDN回線が必要です。
（※15）「10．×．×．×」
「172．16．×．× 〜 172．31．×．×」
「192．168．×．×」の よ
うなプライベートアドレスを使用しているインターネット環境（CATV等）では、ネット
ボランチDNSサービスは使用できません。
（※16） RT-FileGuardはConﬁgやSYSLOGなどのファイルをPC上で暗号化/復号化する
ためのユーティリティソフトです。

RTX1210キャンペーンのご案内

延長ワランティキャンペーン

エンドユーザー様向けキャンペーン

RTX1210のメーカーワランティをSCSKが1年延長します。
メーカーワランティ
引取り修理（1年間）

延長ワランティ
引取り修理（1年間）

+

=

引取り修理（2年間）

【キャンペーン概要】
●

エンドユーザー様からのお申込みが原則前提です。

●

原則、購入後1 ヶ月以内にお申し込みください。

●

個人でご利用される場合は本キャンペーンの対象外です。

●

家電量販店、PC専門店、もしくはweb通販サイトでのご購入品は、対象外となります。

●

手続きが完了するまでに1 ヵ月前後かかります。

●

購入を証明する書類として「メーカー保証書の写し」と「購入日を証明する証書の写し（納品書、工事完了報告書など）
」のご提示が必要です。

【詳細および申込みはこちからから】

http://www.scsk.jp/product/common/yamaha/extended̲warranty̲campaign.html

検証メンバーズ

販 売 店 様 向けキャンペ ーン

RTX1210の提案用検証機を低価格で調達できます。
【キャンペーン概要】
●

応募期間

2015年12月11日(金)まで

●

本キャンペーンは販売店様限定のキャンペーンです・
（エンドユーザー様はお申込みいただけません）

●

1社1台とさせていただきます。

●

RTX1210検証後簡単なレポートをSCSKにご提出いただきます。

き
につ

好評

期間
延長

【キャンペーンの流れ】
「RTX1210
検証メンバーズ
応募申込書」を
ダウンロード

SCSKに
「応募申込書」を
提出

SCSKから

RTX1210に

検証機特価にて

SCSKに

申込者に

承認番号を提示し、

RTX1210を

検証レポートを

承認番号を発行

見積を依頼

購入

提出

【詳細および応募申込書のダウンロードはこちら】

http://www.scsk.jp/product/common/yamaha/rtx1210̲test̲members̲campaign.html
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