
RV130 および RV130W のポート フォワーディ
ング 

目標
 

ポートはコンピュータの個々のプログラムを識別し、同じ接続を共有する他のコンピュータ
が付いている通信を可能にします。 ポート フォワーディングはプライベートLAN 内の特定
のデバイスにデータを渡すのに使用する機能です。 それはからのネットワークの対応する
ポートにトラフィックをデバイスで『Ports』 を選択 される マッピング することによって
そうします。 ポート フォワーディングはパフォーマンスおよびネットワーク負荷バランス
をとる特性を改善するため必要である直接トラフィックにコンピュータを効率的に可能にし
ます。 RV130 および RV130W サポート シングル ポート フォワーディング、ポート範囲
フォワーディング、およびポート範囲 引き起こすこと。
 
シングル ポート フォワーディングは 1 つのただポートをオープンにするのに使用する機能
です。 シングル ポート フォワーディングはポート フォワーディングの静的メソッドであ
ると考慮されます。 静的ポート フォワーディングは開いている常に設定されたポートによ
るセキュリティリスクを提起します。
 
ポート範囲 フォワーディングはポート範囲を開くのに使用する機能です。 ポート範囲 フォ
ワーディングはまたポート フォワーディングの静的メソッドであると考慮されます。
 
ポート範囲 引き起こすことはダイナミックポート フォワーディングの方式です。 ホストが
ルータに接続されるルールを引き起こす ポート範囲で設定されるトリガー ポートをオープ
ンにするときルータはホストに設定されたポートを転送します。 ホストが引き起こされた
ポートを閉じれば、ルータは転送されたポートを閉じます。 ポート 引き起こすことはシン
グル ポート フォワーディングおよびポート範囲 フォワーディングよりセキュアです。 こ
れはそれにより不必要なポート アクセスの可能性を制限する引き起こされるまで引き起こ
す ポートとポートが閉じる残るという理由によります。
 
この資料の目標はシングル ポート フォワーディング、ポート範囲 フォワーディングおよび
トリガー ポート フォワーディングの使用によって RV130 および RV130W のポート フォワ
ーディングを設定する方法を示すことです。
  

適当なデバイス
 

• RV130 
• RV130W
  

[Software Version]
 

• 1.0.1.3
  

ポート フォワーディング 設定
 
シングル ポート フォワーディング
 

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
> シングル ポート フォワーディングを選択し。 シングル ポート フォワーディング ページ



は開きます:
 

 
ステップ 2. Application フィールドののためのポートを設定したいと思うことアプリケーシ
ョンの名前を入力して下さい。
 



 
ステップ 3.外部ポート フィールドでポート番号を入力して下さい。 外部ポートはインター
ネットからの要求を処理する外部 ポートです。 インターネットユーザはこのポート番号を
使用してアプリケーションかサーバに接続します。
 



 
注: ポート番号は 1 と 65535 の間で及ぶことができます。
 
ステップ 4.内部ポート フィールドでポート番号を入力して下さい。 内部ポートはローカル
ネットワークに着信 インターネット トラフィックを転送する内部ポートです。 これはトラ
フィックが転送される宛先ポートです。
 



 
注: 通常内部および外部ポート数は同じ時シングル ポート フォワーディングです。 ただし
、それらが異なっていれば、ルータはトラフィックを適切に転送するためにポート アドレ
ス変換を行います。
 
ステップ 5 プロトコル ドロップダウン リストから、アプリケーションによって使用する転
送 プロトコルを選択して下さい。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• TCP —アプリケーションはトランスミッション コントロール プロトコル（TCP）を使用
します。 TCP は速度上の信頼性および正確さを提供する転送 プロトコルです。 機密デー
タを、E メールのような転送するアプリケーションは TCP を使用して、一般に データの
配信が保証されるので送信されます。
 
• UDP —アプリケーションはユーザ データグラム プロトコル（UDP）を使用します。
UDP はオファーが信頼性および正確さに促進する転送 プロトコルです。 音声およびビデ
オトラフィックを転送するアプリケーションは UDP を使用して一般に データのタイムリ
ーな配信が優先順位であるので送信されます。
 
• TCP 及び UDP —アプリケーションは TCP および UDP を両方使用します。 どんなプロ
トコル アプリケーション使用が、このオプションを選択するか不確実なら。
 

ステップ 6 インターフェイス ドロップダウン リストから、ルールが適用されるインターフ
ェイスを選択して下さい。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• 両方（イーサネット及び 3G） —ルールはルータが WAN ポートのイーサネット接続によ
って供給されたインターネットである、またはと適用されます USBポートの 3G モデムを
通って。
 
• イーサネットのルールはルータが WAN ポートのイーサネット接続によって供給された
インターネットのときだけ適用されます。
 
• 3G —ルールはルータが USBポートの 3G モデムを通って供給されたインターネットのと
きだけ適用されます。
 

ステップ 7 IP address フィールドでは、IP トラフィックが転送される LAN のホストの IP
アドレスを入力して下さい。
 



 
ステップ 8 設定されたルールを有効に するために Enable チェックボックスをチェックして
下さい。
 



 
ステップ 9.ページの一番下に『SAVE』 をクリック して下さい。
 



  
ポート範囲 フォワーディング
 

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
> ポート範囲 フォワーディングを選択し。 ポート範囲 フォワーディング ページは開きます
:
 

 
ステップ 2. Application フィールドののためのポートを設定したいと思うことアプリケーシ
ョンの名前を入力して下さい。
 



 
ステップ 3. Start フィールドでアプリケーションによって使用されるポート範囲を始めるポ
ートを入力して下さい。
 

 
注: ポート番号は 1 と 65535 の間で及ぶことができます。
 
ステップ 4.終わりフィールドでアプリケーションによって使用されるポート範囲を終了す
るポートを入力して下さい。
 

 
ステップ 5 プロトコル ドロップダウン リストから、アプリケーションによって使用する転
送 プロトコルを選択して下さい。
 

 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 



• TCP —アプリケーションはトランスミッション コントロール プロトコル（TCP）を使用
します。 TCP は速度上の信頼性および正確さを提供する転送 プロトコルです。 機密デー
タを、E メールのような転送するアプリケーションは TCP を使用して、一般に データの
配信が保証されるので送信されます。
 
• UDP —アプリケーションはユーザ データグラム プロトコル（UDP）を使用します。
UDP はオファーが信頼性および正確さに促進する転送 プロトコルです。 音声およびビデ
オトラフィックを転送するアプリケーションは UDP を使用して一般に データのタイムリ
ーな配信が優先順位であるので送信されます。
 
• TCP 及び UDP —アプリケーションは TCP および UDP を両方使用します。 どんなプロ
トコル アプリケーション使用が、このオプションを選択するか不確実なら。
 

ステップ 6 インターフェイス ドロップダウン リストから、ルールが適用されるインターフ
ェイスを選択して下さい。
 

 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• 両方（イーサネット及び 3G） —ルールはルータが WAN ポートのイーサネット接続によ
って供給されたインターネットである、またはと適用されます USBポートの 3G モデムを
通って。
 
• イーサネットのルールはルータが WAN ポートのイーサネット接続によって供給された
インターネットのときだけ適用されます。
 
• 3G —ルールはルータが USBポートの 3G モデムを通って供給されたインターネットのと
きだけ適用されます。
 

ステップ 7 IP address フィールドでは、IP トラフィックが転送される LAN のホストの IP
アドレスを入力して下さい。
 

 
ステップ 8 設定されたルールを有効に するために Enable チェックボックスをチェックして
下さい。



 
ステップ 9.ページの一番下に『SAVE』 をクリック して下さい。
  

ポート範囲 引き起こすこと
 

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
> ポート範囲 引き起こすことを選択し。 ページを引き起こす ポート範囲は開きます:
 

 
ステップ 2. Application フィールドののためのポートを設定したいと思うことアプリケーシ
ョンの名前を入力して下さい。
 

 
ステップ 3.引き起こされた 範囲フィールドのルールを引き起こす アプリケーションによっ
て使用されるポート範囲を入力して下さい。
 

 
注: ある特定の範囲（例えば 6000 – 6000）のために同じ ポート数を使用する場合シングル



ポートとのルールを引き起こすことができます。
 
ステップ 4.ルールが転送された範囲フィールドで引き起こされるとき転送されるポート範
囲を入力して下さい。
 

 
注: ポート番号は 1 から 65535 まで及ぶことができます。 ある特定の範囲のために同じ ポ
ート数を使用する場合以前に述べられるように、シングル ポートにトラフィックを転送で
きます。
 
ステップ 5 インターフェイス ドロップダウン リストから、ルールが適用されるインターフ
ェイスを選択して下さい。
 

 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• 両方（イーサネット及び 3G） —ルールはルータが WAN ポートのイーサネット接続によ
って供給されたインターネットである、またはと適用されます USBポートの 3G モデムを
通って。
 
• イーサネットのルールはルータが WAN ポートのイーサネット接続によって供給された
インターネットのときだけ適用されます。
 
• 3G —ルールはルータが USBポートの 3G モデムを通って供給されたインターネットのと
きだけ適用されます。
 

ステップ 6 設定されたルールを有効に するために Enable チェックボックスをチェックして
下さい。
 



 
注: 引き起こすルールは 1 台のコンピュータだけルールをどんなに一度に使用できてもルー
タに接続されるどのコンピュータでもルールを利用できるので IP アドレスを要求しません
。
 
ステップ 7.ページの一番下に『SAVE』 をクリック して下さい。
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