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RV320 および RV325 ルータの基本的なファイ
アウォール構成 
目標
 
この技術情報は RV32x VPN Router シリーズ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。
 
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受信
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。 ネットワー
ク ファイアウォールは外部から悪意のあるアクセスに対して内部 コンピュータ ネットワーク
（ホーム、学校、ビジネス イントラネット）を守ります。 ネットワーク ファイアウォールはま
た内部 ユーザからの外部へのアクセスを制限するために設定されるかもしれません。
  
適当なデバイス
 

RV320 は VPN Router WAN 二倍になります
RV325 ギガビット二重 WAN VPN Router
  

[Software Version]
 

v1.1.0.09
  

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 > 一
般を選択し。 General ページは開きます:
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ステップ 2.要件に基づいて、有効に したい機能に対応する Enable チェックボックスをチェック
して下さい。
 

ファイアウォール—ルータ ファイアウォールは（無効に される）消すことができますか、い
わゆるファイアウォール ルールによって特定タイプのネットワーク トラフィックをフィルタ
リングするためにまたは有効に することができますすべての着信および発信 トラフィックを
フィルタリングするのに A ファイアウォールが使用され、基づいていることができます。
SPI （ステートフル パケット インスペクション） — TCP ストリームのようなネットワーク
接続の状態を監視し、UDP 通信はファイアウォール接続の異なる型のための正当 なパケット
を区別します。 既知 アクティブな接続を一致するパケットだけファイアウォールによって、
すべての他拒否されます許可されます。
DoS （Denial of Service（DoS/DDoS）） —分散型サービス拒否 （DDoS）不正侵入からネ
ットワークを保護するのに使用しました。 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。 RV320 は不必要なパケッ
トの制限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。
ブロック WAN 要求— WAN ポートからのルータにすべての PING 要求をブロックします。
遠隔管理—リモート WAN ネットワークからのルータへのアクセスを許可します。 

port — リモートで管理するためにポート番号を入力して下さい。
マルチキャスト パススルー—パススルーへの割り当て IP マルチキャスト メッセージ デバイ
ス。
HTTPS （Hypertext Transfer Protocol（HTTP）セキュア） —コンピュータ ネットワーク上
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のセキュアコミュニケーションのための通信プロトコルはあります。 それはクライアント お
よび サーバからの双方向暗号化を提供します。
SSL VPN —ルータを通してなされる SSL VPN 接続を許可します。
SIP ALG — SIP ALG は voice-over-IP トラフィックを可能にする機能性を提供しますネット
ワーク アドレスおよびポート変換（NAPT）が使用されるとき両方私用からパブリックおよ
びパブリック ファイアウォールの私用側にに行く。 NAPT はネットワーク アドレス変換の
ほとんどのよくある タイプです。
UPnP （ユニバーサル プラグ アンド プレイ） —ルータと通信できるデバイスの自動ディス
カバリを可能に。
 

ステップ 3.要件に基づいて、ブロックしたい機能に対応する Enable チェックボックスをチェッ
クして下さい。
 

Java —このボックスをチェックすることはダウンロードされ、からの Java アプレットを実
行ブロックします。 Java は多くの Webサイトによって使用されるよくあるプログラミング
言語です。 ただし、悪意のあるインテントのためになされる 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。
Cookie — Cookie は Webサイトによってユーザについての情報を保存するために作成されま
す。 Cookie 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。
ActiveX — ActiveX は多くの Webサイトによって使用するアプレットの型です。 一般に安全
、ActiveX 悪意のある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けれども。 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。
アクセスして下さい HTTP プロキシ・サーバに—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。
例外—指定機能（Java、Cookie、ActiveX、または HTTP プロキシ・サーバへのアクセス
）を許可しましたり、しかし設定された信頼されたドメインのすべての選択されていない 機
能を制限します。 信頼され、信頼できるネットワークにアクセスできるドメイン。 外部ドメ
インのユーザがネットワーク リソースにアクセスすることを可能にする信頼されたドメイン
を設定できます。 このオプションが無効に なる場合、信頼されたドメインはすべての機能を
割り当てます。
 

注: ワンポイント アドバイス: 例外 チェックボックスをチェックしなかったりステップ 4.をスキ
ップして下さい。
 
ステップ 4. 『Add』 をクリック し、新しい信頼されたドメインを入力し、信頼されたドメイン
を作成するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 



 
ステップ 5.変更をアップデートするために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
信頼されたドメインの名前を編集するステップ 6. （オプションの）は編集したいと思う信頼され
たドメインのチェックボックスを、『Edit』 をクリック し、編集しドメイン名を、『SAVE』 を
クリック しますチェックします。
 

 
信頼されたドメイン リストのドメインを削除するステップ 7. （オプションの）は削除し、『
Delete』 をクリック してほしい信頼されたドメインのチェックボックスをチェックします。
 

 

表示して下さいこの技術情報に関するビデオを…



Cisco からの他の Tech Talk を表示するためにここをクリックして下さい
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