
RV130 および RV130W のアクセス規則を追加
し、設定して下さい 

目標
 

ネットワークデバイスはアクセス規則を基本的なトラフ ィック フィルタリング機能に与え
ます。 アクセス規則はプロトコル、送信元 および 宛先 IPアドレス、またはネットワークコ
ンフィギュレーションに基づいて割り当てまたは拒否ルールを（パケットを廃棄するため転
送するか、または）規定 する Access Control List （ACL）の単一 記入項目です。
 
この資料の目標は RV130 および RV130W のアクセス規則を追加し設定する方法を示すこ
とです。
  

適当なデバイス
 

• RV130
 
• RV130W
  

ソフトウェア バージョン
 

• バージョン 1.0.1.3
  

アクセス規則を追加し、設定して下さい
 
デフォルト設定アウトバウンドポリシー
 

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
> アクセス規則を選択し。 Rules ページ アクセスは開きます:
 

 
呼び出します。 デフォルト アウトバウンドポリシー エリアで、送信 トラフィックのため
のポリシーを選択するために望ましい Radio ボタンをクリックして下さい。 ポリシーは設
定されるアクセス規則またはインターネットアクセス ポリシーがない時はいつでも適用し
ます。 デフォルト設定はパススルーにインターネットにすべてのトラフィックを割り当て
る割り当てです。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• 割り当て—割り当て LAN からインターネットに出かけるすべてのトラフィックの種類。
 
• 拒否— LAN からインターネットに出かけるすべてのトラフィックの種類をブロックして
下さい。
 

ステップ 3.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

  
アクセス規則の追加方法
 

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
> アクセス規則を選択し。 アクセス Rules ウィンドウは開きます:
 

 
ステップ 2.新しいアクセス ルールを追加するためにアクセス ルール表で『Add Row』 をク
リック して下さい。
 



 
追加アクセス規則ページは開きます:
 

 
ステップ 3 接続タイプ ドロップダウン リストから、ルールが適用されるトラフィックの種
類を選択して下さい。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• 発信（LAN > WAN） —ルールはローカルネットワーク（LAN）から来、インターネット
（WAN）に出かけるパケットに影響を与えます。
 
• 受信（WAN > LAN） —ルールはインターネット（WAN）から来、ローカルネットワー
ク（LAN）に入るパケットに影響を与えます。
 
• 受信（WAN > DMZ） —ルールはインターネット（WAN）から来、非武装地帯
（DMZ）サブネットワークに入るパケットに影響を与えます。
 

ステップ 4 処理 ドロップダウン リストから、ルールが一致するとき取るべき 処置を選択し
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:
 

• 常にブロック—条件が一致する場合拒否常にアクセス。 ステップ 6.にスキップして下さ
い。
 



• 常に割り当て—条件が一致する場合割り当て常にアクセス。 ステップ 6.にスキップして
下さい。
 
• スケジュールによるブロック—条件が前もって構成されたスケジュールの間に一致する
場合アクセスを拒否して下さい。
 
• 許して下さいスケジュールによって—条件が前もって構成されたスケジュールの間に一
致する場合割り当てアクセス。
 

ステップ 5 ステップ 4 のスケジュールによってスケジュールか割り当てによって『Block』
を選択 した場合、スケジュール ドロップダウン リストから適切なスケジュールを選択して
下さい。
 

 
注: スケジュールを編集するために作成するか、または、スケジュールを『Configure』 を
クリック して下さい。 およびガイドライン詳細については RV130 および RV130W のスケ
ジュールの設定を参照して下さい。
 
ステップ 6.アクセス規則がサービス ドロップダウン リストからを加えるサービス タイプを
選択して下さい。
 



 
注: サービスを追加するか、または編集したいと思う場合サービスを『Configure』 をクリ
ック して下さい。 およびガイドライン詳細については RV130 および RV130W のサービス
管理設定を参照して下さい。
  

送信 トラフィックのための送信元および宛先 IP の設定
 

発信がアクセス規則の追加のステップ 3 の接続タイプとして（LAN > WAN）選択された場
合このセクションのステップに従って下さい。
 
注: 着信接続コネクション タイプがアクセス規則の追加のステップ 3 で選択された場合、次
の セクションにスキップして下さい: 着信 トラフィックのための送信元および宛先 IP の設
定。
 
ステップ 1.出典 IP ドロップダウン リストからの出典 IP をどのように定義することを望む
か選択して下さい。 送信 トラフィックに関しては、出典 IP はファイアウォール ルールが
適用されるアドレス示します（LAN で）かアドレスを。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• —ローカルネットワークに IP アドレスから発信する適用対象 トラフィック。 従って、
開始するおよび Finish フィールド ブランクを残して下さい。 このオプションを選択する
場合ステップ 4 にスキップして下さい。
 
• 単一のアドレス—ローカルネットワークに単一 IP アドレスから発信する適用対象 トラフ
ィック。 Start フィールドで IP アドレスを入力して下さい。
 
• アドレス範囲—ローカルネットワークに IP アドレスの範囲から発信する適用対象 トラフ
ィック。 範囲を設定 するために Start フィールドで範囲の開始 IP アドレスおよび Finish
フィールドで終り IP アドレスを入力して下さい。
 

呼び出します。 ステップ 1 の単一のアドレスを選択した場合、Start フィールドのアクセス
ルールに適用される入力し、次にステップ 4.にスキップして下さい IP アドレスを。 ステッ
プ 1 の範囲を『address』 を選択 した場合、Start フィールドのアクセス ルールに適用され
る開始 IP アドレスを入力して下さい。
 



 
ステップ 3 ステップ 1 の範囲を『address』 を選択 した場合、Finish フィールドのアクセ
ス ルールのための IPアドレス範囲をカプセル化する終り IP アドレスを入力して下さい。
 

 
ステップ 4.宛先IP ドロップダウン リストからの宛先IP をどのように定義することを望むか
選択して下さい。 送信 トラフィックに関しては、宛先IP はトラフィックがローカルネット
ワークから許可されるか、または拒否されるアドレス示します（WAN で）かアドレスを。
 



 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• —公衆インターネットで IP アドレスの方に先頭に立たれる適用対象 トラフィック。 従
って、開始するおよび Finish フィールド ブランクを残して下さい。
 
• 単一のアドレス—適用対象 トラフィックは公衆インターネットで単一 IP アドレスの方に
先頭に立ちました。 Start フィールドで IP アドレスを入力して下さい。
 
• アドレス範囲—適用対象 トラフィックは公衆インターネットで IP アドレスの範囲の方に
先頭に立ちました。 範囲を設定 するために Start フィールドで範囲の開始 IP アドレスお
よび Finish フィールドで終り IP アドレスを入力して下さい。
 

ステップ 5 ステップ 4 の単一のアドレスを選択した場合、Start フィールドのアクセス ルー
ルに適用される IP アドレスを入力して下さい。 ステップ 4 の範囲を『address』 を選択 し
た場合、Start フィールドのアクセス ルールに適用される開始 IP アドレスを入力して下さ
い。
 



 
ステップ 6 ステップ 4 の範囲を『address』 を選択 した場合、Finish フィールドのアクセ
ス ルールのための IPアドレス範囲をカプセル化する終り IP アドレスを入力して下さい。
 

  
着信 トラフィックのための送信元および宛先 IP の設定
 

受信（WAN > LAN）このセクションのステップに従って下さいまたは受信（WAN > DMZ）
アクセス規則の追加のステップ 3 の接続タイプとして選択されました。
 
ステップ 1.出典 IP ドロップダウン リストからの出典 IP をどのように定義することを望む



か選択して下さい。 着信 トラフィックに関しては、出典 IP はファイアウォール ルールが
適用されるアドレス示します（WAN で）かアドレスを。
 

 
利用可能 な オプションは次の通り定義されます:
 

• —公衆インターネットに IP アドレスから発信する適用対象 トラフィック。 従って、開
始するおよび Finish フィールド ブランクを残して下さい。 このオプションを選択する場
合ステップ 4 にスキップして下さい。
 
• 単一のアドレス—公衆インターネットに単一 IP アドレスから発信する適用対象 トラフィ
ック。 Start フィールドで IP アドレスを入力して下さい。
 
• アドレス範囲—公衆インターネットに IP アドレスの範囲から発信する適用対象 トラフィ
ック。 範囲を設定 するために Start フィールドで範囲の開始 IP アドレスおよび Finish フ
ィールドで終り IP アドレスを入力して下さい。
 

呼び出します。 ステップ 1 の単一のアドレスを選択した場合、Start フィールドのアクセス
ルールに適用される入力し、次にステップ 4.にスキップして下さい IP アドレスを。 ステッ
プ 1 の範囲を『address』 を選択 した場合、Start フィールドのアクセス ルールに適用され
る開始 IP アドレスを入力して下さい。
 



 
ステップ 3 ステップ 1 の範囲を『address』 を選択 した場合、Finish フィールドのアクセ
ス ルールのための IPアドレス範囲をカプセル化する終り IP アドレスを入力して下さい。
 

 
ステップ 4.宛先IP ドロップダウン リストの下で Start フィールドで宛先IP のための単一の
アドレスを入力して下さい。 着信 トラフィックに関しては、宛先IP はトラフィックが公衆
インターネットから許可されるか、または拒否されるアドレスを示します（LAN で）。
 



 
注: 受信（WAN > DMZ）アクセス規則の追加のステップ 3 の接続タイプとして選択された
場合、宛先IP のための単一のアドレスはイネーブルになった DMZ ホストの IP アドレスで
自動的に設定されます。
  

アクセス規則を記録 し、有効に します
 

ステップ 1.パケットがルールと一致する時はいつでもルータにログを作成してほしい場合
ログ ドロップダウン リストで常に選択して下さい。 ルールが一致するときロギングに決し
て発生してほしくない場合決して選択しないで下さい。
 

 
呼び出します。 アクセス 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 3.設定を保存するために『SAVE』 をクリック して下さい。
 

 
アクセス規則表は設定されたアクセス ルールと最近アップデートされます。
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