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設定 RV34x シリーズ ルータの基本的なファイ
アウォール設定 

目標
 

ファイアウォールのプライマリ目標はデータパケットを分析し、前もって決定されたルール
セットに基づいて許可する必要があるかどうか判別することによって着信および発信ネット
ワーク トラフィックを制御することです。 ルータはその割り当てフィルタリング強いハー
ドウェア ファイアウォール 機能が原因で受信 データのであると考慮されます。 ネットワ
ーク ファイアウォールはセキュアであると仮定され、信頼されると別のネットワーク、通
常セキュアおよび信頼できなくない仮定されないインターネットのような外部インターネッ
トワーク建設します内部ネットワーク間のブリッジを。
 
この記事の目標は RV34x シリーズ ルータの基本的なファイアウォール設定を行う方法を説
明することです。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.00.33
  

設定基本ファイアウォール設定
 

ステップ 1. Webベース ユーティリティへのログインはファイアウォール >Basic 設定を選
択し。
 



呼び出します。 ファイアウォール 機能をアクティブにするために有効ファイアウォール チ
ェックボックスをチェックして下さい。

注: このコマンドはデフォルトで有効になっています。



ステップ 3 DoS 不正侵入に対してネットワークを保護するために有効 Dos （Denial of
Service（DoS/DDoS））チェックボックスをチェックして下さい。

注: このコマンドはデフォルトで有効になっています。



ステップ 4 RV34x シリーズ ルータに PING 要求を否定するためにイネーブル ブロック
WAN 要求 チェックボックスをチェックして下さい。

注: このコマンドはデフォルトで有効になっています。



ステップ 5 LAN/VPN Web管理エリアでは、これらのプロトコルからのトラフィックを有効
に するために HTTP や HTTPS チェックボックスをチェックして下さい。

HTTP： Hyper Text Transfer Protocol はインターネットで使用されるデータ転送 プロトコル
です。

●

HTTPS — Hyper Text Transfer Protocol はです強化されたセキュリティ用のパケットを暗号
化する HTTP のセキュア バージョン保護します。

●

注: この例に関しては、HTTPS チェックボックスはチェックされます。



ステップ 6. （オプションの）チェック 遠隔管理を有効に する有効リモート Web管理 チェ
ックボックス。 それ以外の場合は、ステップ 11 に進みます。



ステップ 7 イネーブルになったリモート Web管理、1025 から遠隔管理が与えられる 65535
間のポート番号レンジングを入力すれば。 デフォルトは 443 です。

注: この例では、1666 は使用されます。



ステップ 8.ファイアウォールに接続するのに Radio ボタンの選択によって使用されるプロ
トコルの種類を選択して下さい。 オプションは HTTP および HTTPS です。

注: この例では、HTTPS は選択されます。



ステップ 9： 割り当てられたリモート IP アドレス領域がで、Radio ボタンをにネットワー
クにリモートアクセスするか、または IPv4 または IPv6 アドレスの範囲を規定 するように
します IP アドレスが選択して下さい。

注: この例に関しては、IP 範囲は選択されました。



IP 範囲フィールドのステップ 10. （オプションの）は、ネットワークにアクセスすること
ができるべき開始し、終了 IP アドレスを規定 します。 これらは静的に ネットワークのホ
ストを割り当てる必要があります。

注: この例では、開始 IP アドレスは 128.112.59.21 であり、終了 IP アドレスは
128.112.59.34 です。



ステップ 11. （オプションの）チェック パススルーにセッション開始プロトコル（SIP）
アプリケーション層ゲートウェイ（ALG）を有効に する有効 SIP ALG チェックボックス フ
ァイアウォール。 この機能は SIP パケット パススルーを助けるためにファイアウォール 有
効に することができます。 SIP パケットが音声トラフィックの接続を開始するのに使用さ
れています。 VoIP プロバイダが別のネットワーク アドレス変換（NAT）走査プロトコルを
使用する場合、デフォルト設定であるこの機能は無効に することができます。

注: この例に関しては、このオプションは無効に残っています。



ステップ 12： ステップ 11 のイネーブルになった SIP ALG チェックボックス、FTP ALG
Port フィールドの SIP ALG のファイル転送プロトコル（FTP）ポートを規定 する場合（オ
プションの）。 デフォルトは 21 です。

注: この例に関しては、デフォルトは使用されます。



ステップ 13： （オプションの）ユニバーサル プラグ アンド プレイを有効に するために有
効 UPnP チェックボックスをチェックして下さい（UPnP）。 この機能はデフォルトで無効
に なります。

注: この例に関しては、それは無効に残っています。



ステップ 14： （オプションの）制限する Web 機能エリアの下で、ブロック エリアでブロ
ックするために Web 機能の種類のチェックボックスをチェックして下さい。 これらのチェ
ックボックスはデフォルトで無効に なります。 次のオプションがあります。

Java —この型 Web 要素が含まれているすべての Web 要素はブロックされます。 この設定
は Javaベース Web 不正侵入を防ぐのを助けることができます。 

●

Cookie — Cookie はデータです Webサイトがだれがそれらにアクセスしているか理解するの
を助けるようにコンピュータで保存される。 それらをブロックすることはデータへのアクセ
スから悪意のある cookie を防ぐことができます。 

●

ActiveX —参照エクスペリエンスを改善することを Microsoft によって開発されるプラグイン
です。 それをブロックすることは ActiveX 悪意のあるプラグインがネットワーク デバイスに

●



害を与えることを防ぐことができます。  
アクセスして下さいプロキシ HTTP サーバに— HTTP プロキシ・サーバはハッカーからエン
ドユーザの詳細を隠します。 それらは仲買人従ってクライアントがインターネットに直接ア
クセスしないのではたらきます。 ただし、ローカル ユーザは WAN プロキシ・サーバにアク
セスできればルータによってブロックされるインターネット サイトにアクセスする、ルータ
のコンテンツ フィルターのまわりで方法を見つけ出せますかもしれません。

●

注: この例に関しては、チェックボックスは無効に残っています。

ステップ 15： （オプションの） HTTP プロキシ・サーバへの Java、Cookie、ActiveX、ま
たはアクセスのような指定 Web 機能だけ許可し、他のすべての制限するために有効例外 チ
ェックボックスをチェックして下さい。 これは、デフォルトでは無効になっています。



注: この例に関しては、それは無効に残っています。

ステップ 16： （オプションの）信頼されたドメイン表で、信頼されるか、またはネットワ
ークでアクセスすることができるドメインを追加するために Add ボタンをクリックして下
さい。



ステップ 17： Domain Name フィールドでは、ネットワークへのアクセスを認められるド
メイン名を入力して下さい。

注: この例に関しては、www.facebook.com は使用されます。

http://www.facebook.com


ステップ 18： [Apply] をクリックします。



ステップ 19： （オプションの）設定を永久に保存するために、コピー/保存設定 ページに

行くか、またはページ の上部部分でアイコンをクリックして下さい。

今うまく RV34x シリーズ ルータの基本的なファイアウォール設定を行う必要があります。
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