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RV34x シリーズ ルータの設定アクセス ルール 
目標
 

RV340 二重 WAN な VPN Router はスモール ビジネスのためにうってつけ使いやすく、適
用範囲が広い、高性能 デバイスです。 Web フィルタリング、アプリケーション コントロ
ールおよび IP 出典のような追加されたセキュリティ機能を使って、ガード。 新しい
RV340 はスモールオフィスに非常にセキュア、ブロードバンド な、配線された接続および
遠隔地の従業員を配信します。 これらの新しいセキュリティ機能はまたネットワークで許
可されたアクティビティを最適化する容易さを提供します。
 
ルールにアクセスすれば RV34x シリーズ ルータのポリシーはルールの設定がネットワーク
のセキュリティを強化するようにします。 ルールの組み合せに、および Access Control
List （ACL）があります。 ACL は一定のユーザに出入して送信からのトラフィックをブロ
ックするか、または可能にするリストです。 アクセス規則はあるためにいつも事実上設定
されるか、または定義されたスケジュールに基づいていることができます。
 
明示的に割り当てそれ、トラフィック渡ることができない場合を除いて ACL にリストの端
に暗黙の deny が、従ってあります。 次にたとえばすべてのユーザを特定のアドレスを除い
てルータを通してネットワークにアクセスする割り当てたいと思えばそして点アドレスおよ
び割り当てを他否定する必要。
 
この記事の目標は RV34x シリーズ ルータのアクセス ルールを設定する方法を示すことで
す。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.1.16 
UI をアップデートするファームウェアはダウンロード ページに行くために送達するこの
技術情報以来利用可能にここをクリックしますそこに見つけます特定の製品をなりまし
た。

  
RV34x シリーズ ルータのアクセス ルールを設定して下さい
 
アクセス規則を作成して下さい
 

ステップ 1.ログインはルータの Webベース ユーティリティ ファイアウォール > アクセス
規則を選択し。
 

https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304
https://software.cisco.com/download/home/282413304


 
呼び出します。 IPv4 または IPv6 アクセス規則表で、新しいルールを作成するために『
Add』 をクリック して下さい。
 
注： RV34x シリーズ ルータで、202 までのルールを設定することは可能性のあるです。 こ
の例では、IPv4 は使用されます。
 

 
ステップ 3 ルールを有効に するためにイネーブル ルール Status チェックボックスをチェッ
クして下さい。
 

 
ステップ 4 処理ドロップダウン メニューで、ポリシーがデータを可能にするか、または否
定するかどうか選択して下さい。
 
注: この例では、割り当ては選択されます。
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ステップ 5 サービス ドロップダウン メニューから、ルータが可能にするか、または否定す
るトラフィックの種類を選択して下さい。
 
注: この例に関しては、すべてのトラフィックは選択されます。 すべてのトラフィックが割
り当てられます。
 

 
ステップ 6 ログ ドロップダウン メニューから、許可されるか、または否定されたルータが
トラフィックを記録 したかどうか確認するためにオプションを選択して下さい。 オプショ
ンは次のとおりです:
 

決して—許可され、否定されたルータは決してトラフィックを記録 しません。
本当—ポリシーと一致するルータはトラフィックを記録 します。
 

注: この例では、決して選択されません。
 

 
ステップ 7 ソースインターフェイス ドロップダウン メニューから、アクセスポリシーが適
用するはずである着信か受信 トラフィックのためのインターフェイスを選択して下さい。
オプションはあります
 

WAN1 — ポリシーは WAN1 からトラフィックにだけ適用します。
WAN2 — ポリシーは WAN2 からトラフィックにだけ適用します。
USB1 — ポリシーは USB1 からトラフィックにだけ適用します。
USB2 — ポリシーは USB2 からトラフィックにだけ適用します。
VLAN1 — ポリシーはトラフィック VLAN1 にだけ適用します。
—ポリシーはあらゆるインターフェイスに適用します。
 

注: 追加 Virtual Local Area Network （VLAN; バーチャル LAN）が設定される場合、VLAN
オプションはリストで現われます。 この例では、WAN1 は選択されます。
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ステップ 8 送信元アドレス ドロップダウン メニューから、ポリシーを適用するために出典
を選択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

—ポリシーはネットワークのあらゆる IP アドレスに適用します。 これが選択される場合、
ステップ 12 にスキップして下さい。
単一 ip — ポリシーは単一のホストか IP アドレスに適用します。 これが選択される場合、ス
テップ 9.にスキップして下さい。
IP range — ポリシーが一組か範囲の IP アドレスに加える。 これが選択される場合、ステッ
プ 10.にスキップして下さい。
サブネット—ポリシーは全体のサブネットワークに適用します。 これが選択される場合、ス
テップ 11.にスキップして下さい。
 

注: この例では、選択されます。
 

 
ステップ 9. （オプションの）単一 IP はステップ 12 にステップ 8 で、入力しますそれから
適用されるべきポリシーのための単一 IP アドレスをスキップします選択されました。
 
注: この例に関しては、200.200.22.52 は使用されます。
 

 
IP 範囲がステップ 8 で選択された場合ステップ 10. （オプションの）はそれぞれ IP
address フィールドで、初めおよび終り IP アドレスを入力します。
 
注: この例では、200.200.22.22 は終了 IP アドレスとして始まり IP アドレスおよび
200.200.22.34 として使用されます。
 

 
サブネットがステップ 8 で選択された場合ステップ 11. （オプションの）は、ネットワーク



ID およびポリシーを適用するためにそれぞれサブネットマスクを入力します。
 
注: この例では、200.200.22.1 はサブネットマスクとしてサブネット ID および 24 として使
用されます。
 

 
ステップ 12： 宛先インターフェイス ドロップダウン メニューから、アクセスポリシーが
適用するはずである発信か送信トラフィックのためのインターフェイスを選択して下さい。
オプションは WAN1、WAN2、USB1、USB2、VLAN1、およびです。
 
注: この例に関しては、WAN1 は選択されます。
 

 
ステップ 13： 終点アドレス ドロップダウン メニューから、ポリシーを適用するために宛
先を選択して下さい。 オプションは、単一 IP、IP 範囲、サブネットです。
 
注: この例では、選択されます。 ステップ 17 にスキップして下さい。
 

 
ステップ 14： 単一なら場合（オプションの） IP はステップ 13 で選択されました、適用さ
れるべきポリシーのための単一 IP アドレスを入力して下さい。
 
注: この例に関しては、210.200.22.52 は使用されます。
 

 
ステップ 15： IP 範囲がステップ 13 で選択された場合（オプションの）、それぞれ IP
address フィールドで初めおよび終り IP アドレスを入力して下さい。
 
注: この例では、210.200.27.22 は終了 IP アドレスとして始まり IP アドレスおよび
210.200.27.34 として使用されます。 ステップ 17 にスキップして下さい。
 



 
ステップ 16： サブネットがステップ 13 で選択された場合（オプションの）、ポリシーを
適用するためにネットワーク アドレスおよびそれぞれサブネットマスクを入力して下さい
。
 
注: この例では、210.200.27.1 はサブネットマスクとしてサブネット アドレスおよび 24 と
して使用されます。
 

 
ステップ 17： スケジュール名前ドロップダウン リストから、このポリシーを適用するため
にスケジュールを選択して下さい。 学ぶためにスケジュールを設定する方法をここをクリ
ックして下さい。
 

 
ステップ 18： [Apply] をクリックします。
 

https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5385
https://sbkb.cisco.com/CiscoSB/ukp.aspx?login=1&pid=2&app=search&vw=1&articleid=5385


 
今正常に RV シリーズ ルータのアクセス規則を作成する必要があります。
 

ステップ 1： IPv4 または IPv6 アクセス規則表では、設定したいと思うアクセス規則の側の
チェックボックスをチェックして下さい。
 
注: この例では、IPv4 アクセス規則表で、優先順位 1 は選択されます。
 

 
ステップ 2. 『Edit』 をクリック して下さい。

アクセス規則を編集して下さい



 
Configure カラムのステップ 3. （オプションの）は、望ましいアクセス ルールの列の Edit
ボタンをクリックします。
 

 
ステップ 4.必要なパラメータをアップデートして下さい。
 



 
ステップ 5. 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
Configure カラムのアクセス ルールの優先順位を変更するステップ 6. （オプションの）は
移動したいと思うアクセス ルールのボタンを上下にクリックします。
 
注: アクセス規則は上下に移動されるとき、オリジナル配置の上のまたはの下の 1 つのステ
ップを移動します。 この例では、優先順位 1 は降ろされます。
 

 
注: このときこの例では、優先順位 1 は優先順位 2.です。
 



 
ステップ 7. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
今正常に RV34x シリーズ ルータのアクセス ルールを編集する必要があります。
  

アクセス規則を削除して下さい
 

ステップ 1： IPv4 または IPv6 アクセス規則表では、削除したいと思うアクセス規則の側の
チェックボックスをチェックして下さい。
 
注: この例では、IPv4 アクセス規則表で、優先順位 1 は選択されます。
 



 
ステップ 2. click Delete 表の下に置くか、または Configure カラムの Delete ボタンをクリ
ックします。
 

 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
 



 
今完全に RV34x シリーズ ルータのアクセス ルールを削除する必要があります。
 

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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