
RV016、RV082、RV042 および RV042G VPN
ルータのウィザードを通したアクセス規則の設
定 

目標
 

アクセス規則がトラフィックがネットワークでルータのファイアウォールによって入ること
をネットワークのセキュリティを確保しないことができるかどうか判別するのに使用されて
います。 アクセス規則はさまざまな基準に基づいてネットワークにアクセスを許可するか
、または拒否するために設定されます。 アクセス規則はアクセス規則がルータに適用され
る必要がある時間に従ってスケジュールされます。
 
この技術情報は RV016、RV082、RV042 および RV042G VPN ルータのウィザードを通し
てアクセス規則を設定する方法を説明します。
 
注: ファイアウォールによってアクセス規則を設定できます。 多くをファイアウォールによ
ってアクセス規則を設定する方法で知るために IPv4 アクセス規則のための RV016、
RV082、RV042 および RV042G VPN ルータおよび IPv6 アクセス規則のための RV042、
RV016 および RV042G VPN ルータの IPv6 アクセス規則の設定の IPv4 アクセス規則の設
定を参照して下さい。 ファイアウォールによってアクセス規則をまたスケジュールできま
す。 多くをファイアウォールによってアクセス規則をスケジュールする方法で知るために 
RV016、RV082、RV042 および RV042G のスケジュール アクセス規則を参照して下さい
。
  

適当なデバイス
 

• RV042 
• RV042G 
• RV082 
• RV016
  

[Software Version]
 

• v4.2.1.02
  

アクセス規則セットアップ
 

ステップ 1： ウィザードを選択するのにルータコンフィギュレーション ユーティリティを
使用して下さい。 ウィザード ページは開きます:
 



 
 
ステップ 2.アクセス規則インストール ウィザードを設定するためにアクセス規則セットア
ップセクションの起動を今クリックして下さい。 ページはルータのアクセス規則およびデ
フォルトのルールについて説明します。アクセス規則インストール ウィザード ウィンドウ
への歓迎は開きます:
 

 
ステップ 3.の隣で続きますセットアップとクリックして下さい。
 



 
ステップ 4. LAN/WAN からインターネットに FTP トラフィックを許可するか、または制限
するために処理 ドロップダウン リストから appropriate オプション・ ボタンを選択して下
さい。
 

• 割り当て—それは FTP すべてのトラフィックが LAN/WAN からインターネットでアクセ
スするようにします。
 
• 拒否—それは LAN/WAN からインターネットでアクセスするために FTP すべてのトラフ
ィックを制限します。
 

ステップ 5.の隣で続きますセットアップとクリックして下さい。
 



 
ステップ 6.許可されるか、またはサービス ドロップダウン リストから否定される必要があ
る適切なサービスを選択して下さい。
 
ステップ 7.の隣で続きますセットアップとクリックして下さい。
 

 
ステップ 8.ログ ドロップダウン リストから適切なログ オプションを選択して下さい。



• ログ パケットはこのアクセスを rule —可能にしますログを選択されたサービスのために
トラッキングさせ続けることをルータが一致する。
 
• log — ルータをログ トラッキングを保存するために無効に します。
 

ステップ 9.の隣で続きますクリックして下さい。
 

 
ステップ 10.インターフェイス ドロップダウン リストから適切なソースインターフェイス
を選択して下さい。
 

• lan — ソースインターフェイスはローカル エリア ネットワークです。 LAN トラフィッ
クへのだけアクセス規則影響。
 
• WAN 1 —ソースインターフェイスは Wide Area Network 1.です。 WAN 1 トラフィック
へのだけアクセス規則影響。
 
• WAN 2 —ソースインターフェイスは Wide Area Network 2.です。 WAN 2 トラフィック
へのだけアクセス規則影響。
 
• —ソースインターフェイスはどのネットワークである場合もあります。 アクセス規則は
トラフィックに影響を及ぼします。
 

ステップ 11.の隣で続きますクリックして下さい。
 



 
ステップ 12： IP アドレスの適切なソース IP アドレスかアクセス規則が出典 IP ドロップダ
ウン リストから適用する範囲を選択して下さい。
 

• —あらゆる IP アドレスのどのユーザでもインターネットにアクセスできます。
 
• 単一単一 IP アドレスのシングル ユーザだけインターネットにアクセスできます。 単一
を選択する場合、特定の IP アドレスを入力する必要があります。
 
• range — IP アドレスの範囲のユーザだけインターネットにアクセスできます。 範囲を選
択する場合、開始し、終了 IP アドレスを入力する必要があります。
 

ステップ 13： スクロールし、の隣で続きますセットアップとクリックして下さい。
 

 
ステップ 14： 宛先IP ドロップダウン リストからのアクセス規則のための IP アドレスの適
切な宛先 IP アドレスか範囲を選択して下さい。
 

• —デスティネーションインターフェイスは IP アドレスがある場合があります。
 
• 単一の宛先 インターフェイスは特定の単一 IP アドレスである場合もあります。 単一を
選択する場合、特定の単一 IP アドレスを入力する必要があります。
 
• range — デスティネーションインターフェイスはある特定の範囲の IP アドレスのいずれ
かである場合もあります。 範囲を選択する場合、開始し、終了 IP アドレスを入力する必
要があります。
 

ステップ 15： スクロールし、の隣で続きますセットアップとクリックして下さい。
 



 
ステップ 16： ルータのアクセス ルールを適用したいと思う時間を選択するために
appropriate オプション・ ボタンをクリックして下さい。 
 

• 常に—アクセス規則はルータで常に適用されます。 このオプションを選択する場合、ス
テップ 17 からステップ 19 をスキップして下さい。 デフォルトは常にあります。 
 
• 間隔—アクセス規則はそれが設定 される時間に従っていくつかの特定時の間適用します
。 このオプションを選択すれば実施されるアクセス規則のためのタイムインターバルを入
力する必要があります。
 

 
ステップ 17： From フィールドのアクセス リストのためのスケジュールを適用したいと思
うとき時間にから入って下さい。 時間の形式は hh です: mm.
 
ステップ 18： フィールドにのアクセス リストのためのスケジュールを適用したいと思うと
き時間にまで入って下さい。 時間の形式は hh です: mm.
 
ステップ 19： アクセス リストのためのスケジュールを適用したいと思うとき特定のチェッ
クボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 20： スクロールし、の隣で続きますセットアップとクリックして下さい。 アクセ
ス規則の詳細情報を用いる夏らしなウィンドウは開きます:
 



 
ステップ 21： スクロールし、セットアップをインストールするために『Install』 をクリッ
ク して下さい。
 
ステップ 22： 設定を保存し、ウィザード ページに戻るために『OK』 をクリック して下さ
い。
 


	RV016、RV082、RV042 および RV042G VPN ルータのウィザードを通したアクセス規則の設定
	目標
	適当なデバイス
	[Software Version]
	アクセス規則セットアップ


