
RV215W の基本的なファイアウォール設定設定 
目標
 

ファイアウォールはネットワークをセキュア保存するように設計されているいくつかの特性
です。 ルータは強いハードウェア ファイアウォールとみなされます。 これはルータがすべ
ての着信 トラフィックを検査し、不必要なパケットを廃棄できるというファクトが原因で
す。
 
この技術情報は RV215W の基本的なファイアウォール設定を行う方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• RV215W
  

[Software Version]
 

• 1.1.0.5
  

基本設定
 

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
> 基本的な設定を選択し。 基本的な設定 ページは開きます:
 



 
呼び出します。 RV215W のファイアウォール構成を有効に するためにファイアウォール
フィールドのイネーブルをチェックして下さい。
 
ステップ 3 RV215W のサービス拒否 （DoS） 保護を有効に するために DoS 保護 フィール
ドのイネーブルをチェックして下さい。 DoS 保護が分散型サービス拒否 （DDoS） 攻撃か
らネットワークを防ぐのに使用されています。 DDoS攻撃はネットワークのリソースが利用



できなくなるポイントにネットワークにあふれるために意味されます。 RV215W は不必要
なパケットの制約事項および削除によってネットワークを保護するのに DoS 保護を使用し
ます。
 
ステップ 4 WAN からの RV215W にすべての ping要求をブロックするためにブロック WAN
要求 フィールドのイネーブルをチェックして下さい。
 
ステップ 5 Web アクセス フィールドのファイアウォールに接続するのに使用できる Web
アクセスの目的の型に対応するチェックボックスをチェックして下さい。
 
ステップ 6 遠隔管理 フィールドのイネーブルをチェックして下さい。 リモート WAN ネッ
トワークからの RV215W の遠隔管理割り当てアクセス。
 
ステップ 7.リモート アクセス フィールドのリモート WAN からのファイアウォールに接続
するのに使用できる望ましいタイプの Web アクセスに対応する Radio ボタンをクリックし
て下さい。
 
ステップ 8 リモートユーザを RV215W をアップグレードすることを許可するようにリモー
ト アップグレードをチェックして下さい。
 
ステップ 9.許可されたリモートIPアドレス フィールドで RV215W にリモートアクセスする
ことができる望ましい IP アドレスに対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• ip address —すべての IP アドレスが割り当てられます。
 
• ip address —許可される IP アドレスの範囲を入力して下さい。
 

ステップ 10.リモート アクセスが遠隔管理 Port フィールドで許可されるポートを入力して
下さい。 リモートユーザはデバイスにアクセスするのにリモートポートを使用する必要が
あります。
 
注: リモート アクセスのための形式は https:// <remote IP > です: <remote ポート >
 
ステップ 11： IPv4 マルチキャストトラフィックがインターネットから RV215W によって
来るように IPv4 マルチキャスト パススルー フィールドのイネーブルをチェックして下さ
い。 IP マルチキャストは方式です単一 伝達のレシーバの指定グループに IP データグラム
を送信するのに使用されている。
 
ステップ 12： IPv6 マルチキャスト トラフィックがインターネットから RV215W によって
来るように IPv6 マルチキャスト パススルー フィールドのイネーブルをチェックして下さ
い。
 
ステップ 13： ユニバーサル プラグアンドプレイ（UPnP）を有効に するために UPnP フィ
ールドのイネーブルをチェックして下さい。 UPnP は RV215W と通信できるデバイスの自
動ディスカバリを可能にします。
 
ステップ 14： のチェック イネーブルは Configure フィールドにユーザが UPnP 可能なデバ
イスを持つユーザが UPnP ポートマッピング ルールを設定することを許可することを可能
にします。 ポートマッピングかポート フォワーディングはプライベートLAN の内で提供さ
れる外部ホストとサービス間の割り当て通信に使用されます。
 
ステップ 15： インターネットアクセス フィールドをユーザをデバイスにインターネットア
クセスを無効に することを許可するように無効に するように割り当てユーザのイネーブル
をチェックして下さい。
 
ステップ 16： ダウンロードからの Javaアプレットをブロックするためにブロック Java を



チェックして下さい。 悪意のある意図のためになされる Javaアプレットはネットワークへ
のセキュリティの脅威を与えることができます。 ダウンロードされて、悪意をもった
Javaアプレットはネットワークリソースを不正利用できます。 望ましいブロック方式に対
応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 自動—自動的に Java をブロックします。
 
• マニュアルは port — Java をブロックするため特定のポートを入力します。
 

ステップ 17： Webサイトによって作成からのクッキーをフィルタ・アウトするためにブロ
ック クッキーをチェックして下さい。 クッキーは Webサイトによってこれらのユーザの情
報を保存するために作成されます。 クッキーはプライバシー侵害行為に導くかもしれない
ユーザの Web 履歴をトラッキングできます。 望ましいブロック方式に対応する Radio ボタ
ンをクリックして下さい。
 

• 自動—自動的にブロック クッキー。
 
• マニュアルは port — クッキーをブロックするため特定のポートを入力します。
 

ステップ 18： ダウンロードからの ActiveX アプレットをブロックするためにブロック
ActiveX をチェックして下さい。 ActiveX はセキュリティに欠けているアプレットの型です
。 ActiveX アプレットがコンピュータでインストールされていれば、ユーザがすることがで
きる何でもすることができます。 それはオペレーティング システムに有害なコードを挿入
しか、セキュア イントラネットをサーフしか、パスワードを変更しか、または文書を取得
し、送信 するかもしれません。 望ましいブロック方式に対応する Radio ボタンをクリック
して下さい。
 

• 自動—自動的にブロック ActiveX。
 
• マニュアルは port — ActiveX をブロックするため特定のポートを入力します。
 

ステップ 19： プロキシサーバをブロックするためにブロック プロキシをチェックして下さ
い。 プロキシサーバは 2 つの個別 ネットワーク間のリンクを提供するサーバです。 悪意の
あるプロキシサーバは非暗号化データを記録できますログオンかパスワードのようなそれら
に送信 される。 望ましいブロック方式に対応する Radio ボタンをクリックして下さい。
 

• 自動—自動的にブロック プロキシサーバ。
 
• マニュアルは port — プロキシサーバをブロックするため特定のポートを入力します。
 

ステップ 20： [Save] をクリックします。
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