
RV120W および RV220W のセットアップを引
き起こす ポート 

目的
 

ポート 引き起こすことは LAN PC にポートをオンデマンド式で転送する方法動的にです。
この機能では、ゲートウェイは要求されたデータがゲートウェイを通って戻るとき、適切な
コンピュータに IP アドレスおよびポートマッピング ルールの検知によってデータを指示す
るようにデータを要求するコンピュータの IP アドレスを覚えています。 
この資料の目標は RV120W および RV220W で引き起こす ポートを設定することです。 
注: ルールを引き起こして いる 100 までポートを作成できます。
  

適当なデバイス
 

• RV120W 
• RV220W
  

[Software Version]
 

• v1.0.4.17
  

表を引き起こす ポートに新しいルールを追加して下さい/編集
して下さい
 
新しいルールを追加して下さい
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはファイアウォール
> ポート 引き起こすことを選択し。 ページを引き起こす ポートは開きます:
 
 

 
次のフィールドは表示する:
 



• name —これはルールのユーザが定義する名前を表示する。
 
• status —これはルールの現在のステータスを表示する。
 
• protocol — Protocol フィールドはポートが TCP または UDP プロトコルを使用するかど
うか表示する。
 
• アウトゴーイングポート—アウトゴーイングポート フィールドは発信接続 要求がなされ
るときこのルールを引き起こす ポート 番号の範囲を表示する。 接続が 1 つのポートだけ
使用する場合、StartPort および EndPort フィールドは両方同じ値を表示します。
 
• 着信ポート—要求を受け取るリモート システムによって使用される着信ポート フィール
ド ディスプレイ ポート番号。 着信接続が 1 つのポートだけ使用する場合、StartPort およ
び EndPort フィールドは両方同じ値を表示します。
 

ステップ 2. 『Add』 をクリック すれば追加は/ページを引き起こす ポートを開きます編集
します:
 

 
 
ステップ 3. Name フィールドに追加される引き起こすルールの名前を入力して下さい。
 
ステップ 4 新しいルールを有効に するためにルール チェックボックスを引き起こす ポート
をチェックして下さい。
 
ステップ 5.プロトコル ドロップダウン リストからの新しいルールのための望ましいプロト
コルを選択して下さい:
 

• 接続自体が失敗しなかったファイル/データが送信 される時はいつでも TCP 伝送制御 プ
ロトコル（TCP）はコネクション オリエンテッド プロトコル、それ送られますであり。
メッセージを転送している間破損がありません。 このプロトコルは 1 パケットがどこに終
了し、別のものが始まるか区別する何もの「ストリーム」としてデータを読み込みます。
TCP は World wide web、E メールおよびファイル転送プロトコル（FTP）のケースで必要
とすることができます。 TCP はより信頼でき、パケットが正しく送信されることを確か



めます。
 
• ファイル/データが送信 される時はいつでも UDP ユーザ データグラム プロトコル
（UDP）はコネクションレス型 プロトコル、そこに着くまたはまた方法で失われて得るこ
とができればかどうかユーザ知りませんであり。 データの転送が起こるも間、破損。 パ
ケットは宛先で着く、従ってそれは 1 読まれたコール毎に 1 パケットです場合それぞれ送
信され、全であるために保証されます。 UDP はドメイン ネーム システム（DNS）のケー
スで、ストリーミング メディア アプリケーションまたはムービー、Voice over IP
（VoIP）およびオンライン複数競技者用ゲーム使用されます。
 
• 両方とも—これは両方のプロトコルを同時に使用することを可能にします。
 

ステップ 6.開始する Port フィールドで引き起こされた 範囲の開始ポート番号を入力して下
さい。 端 Port フィールドで引き起こされた 範囲の終了ポート番号を入力して下さい。 引
き起こされた ポート範囲はアウトゴーイングトラフィックによって使用されるポートです
。
 
ステップ 7 応答ポート範囲はゲートウェイで着信トラフィックによって使用されるポート
です。 最初のフィールドで応答範囲の開始ポート番号を入力して下さい。 端 Port フィール
ドで応答範囲の終了ポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 8.変更を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
  

ルールを編集して下さい
 

ステップ 1. Web コンフィギュレーションユーティリティへのログインはファイアウォール
> ポート 引き起こすことを選択し。 ページを引き起こす ポートは開きます:
 

 
呼び出します。 望ましいエントリのチェックボックスをチェックして下さい。
 

 
ステップ 3. 『Edit』 をクリック して下さい。 追加は/ページを引き起こす ポートを開きま
す編集します:
 



 
ステップ 4. Name フィールドに追加される引き起こすルールの名前を入力して下さい。
 
ステップ 5 新しいルールを有効に するためにルール チェックボックスを引き起こす ポート
をチェックして下さい。
 
ステップ 6.プロトコル ドロップダウン リストからの新しいルールのための望ましいプロト
コルを選択して下さい:
 

• 接続自体が失敗しなかったファイル/データが送信 される時はいつでも TCP 伝送制御 プ
ロトコル（TCP）はコネクション オリエンテッド プロトコル、それ送られますであり。
メッセージを転送している間破損がありません。 このプロトコルは 1 パケットがどこに終
了し、別のものが始まるか区別する何もの「ストリーム」としてデータを読み込みます。
TCP は World wide web、E メールおよびファイル転送プロトコル（FTP）のケースで必要
とすることができます。 TCP はより信頼でき、パケットが正しく送信されることを確か
めます。
 
• ファイル/データが送信 される時はいつでも UDP ユーザ データグラム プロトコル
（UDP）はコネクションレス型 プロトコル、そこに着くまたはまた方法で失われて得るこ
とができればかどうかユーザ知りませんであり。 データの転送が起こるも間、破損。 パ
ケットは宛先で着く、従ってそれは 1 読まれたコール毎に 1 パケットです場合それぞれ送
信され、全であるために保証されます。 UDP はドメイン ネーム システム（DNS）のケー
スで、ストリーミング メディア アプリケーションまたはムービー、Voice over IP
（VoIP）およびオンライン複数競技者用ゲーム使用されます。
 
• 両方とも—これは両方のプロトコルを同時に使用することを可能にします。
 

ステップ 7.開始する Port フィールドで引き起こされた 範囲の開始ポート番号を入力して下
さい。 端 Port フィールドで引き起こされた 範囲の終了ポート番号を入力して下さい。 引
き起こされた ポート範囲はアウトゴーイングトラフィックによって使用されるポートです
。
 
ステップ 8 応答ポート範囲はゲートウェイで着信トラフィックによって使用されるポート
です。 最初のフィールドで応答範囲の開始ポート番号を入力して下さい。 端 Port フィール



ドで応答範囲の終了ポート番号を入力して下さい。
 
ステップ 9.変更を加えるために『SAVE』 をクリック して下さい。
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