
RV320 および RV325 VPN ルータの高度ルーテ
ィングコンフィギュレーション 

目標
 

この資料の目標は RV32x VPN Router シリーズの高度ルーティングを設定する方法を示す
ことです。
  

概要
 

高度ルーティングに 2 種類の設定があります: スタティックとダイナミックの 2 つの形式の
アドレス変換を使用します。 スタティック ルーティング メカニズムでは、ルータが複数の
ネットワークに接続されるときスタティックか前もって決定されたルートは作成されます。
あるホストかネットワークにアクセスするこの前もって決定された経路を通したネットワー
ク情報ルーティング。 ダイナミック ルーティングはネットワーク レイアウトの物理的な変
更に自動的に調節することをルータが可能にします。
 
ルーティング情報プロトコル（RIP）に 4 つの基本的なコンポーネントがあります: ルーテ
ィング更新プロセス、RIP ルーティング メトリック、ルーティング安定性およびルーティ
ング タイマー。 RIP はルーティングアップデートメッセージを時ネットワーク トポロジ 変
更一定の間隔で送信 し。 これらの RIP パケットは宛先アドレスに到着するためにパケット
が移動する必要があることアクセス デバイスができる、またルータまたはゲートウェイの
数含まれていますネットワークについての情報が。
 
ダイナミック RIP プロトコルを使用する、ルータは送信元および宛先の間に移動するため
にネットワークデータ パケットのための最も効率的なルートを計算します。 RIP プロトコ
ルはネットワークの他のルータに規則的にルーティング情報をブロードキャストします。
それは出典と宛先間のホップの少数の数に基づいて最良のルートを判別します。
  

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]
 

• 1.1.0.09
  

 IPv4 ルーティングコンフィギュレーション
 

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ルーティングを『
Setup』 を選択 しましたり > 進め。
 



 
ステップ 2. IPv4 ルーティングの設定のための IPv4 タブをクリックして下さい。
 

 
ステップ 3.必要性に基づいて作動モードのための望ましい Radio ボタンをクリックして下
さい。
 

• ルータがインターネットへのネットワーク・コネクションをホストする場合 gateway
—このモードを選択して下さい。 これがデフォルト設定です。
 
• 他のルータとのネットワークで存在 する ルータおよび別のルータがインターネットにネ
ットワーク ゲートウェイとして機能する場合 router —このモードを選択して下さい。 ル
ータ モードでは、インターネット接続はゲートウェイとして別のルータがその機能あると
きだけ利用できます。 ファイアウォール保護がゲートウェイルータによって提供されるの
で、このルータのファイアウォールを無効に して下さい。
 



 
ステップ 4.ルーティング情報プロトコル（RIP）はネットワーク変更が発生すると同時にル
ータがルーティング情報を他のルータによって自動的に交換し、動的にルーティング テー
ブルを調節するようにします。 RIP はホップ制限の使用によってルーティングループを防
ぎます。 このオプションを有効に するために、イネーブルになったチェックして下さい。
さもなければ、デフォルト設定を無効に しておいて下さい。
 

 
ステップ 5 レシーブ Rip バージョン ドロップダウン リストから、ネットワークデータを受
け取るための RIP プロトコルを選択して下さい: RIPv1、RIPv2、または RIP v1 および v2
両方。
 

• なし—ルーティング プロトコルを選択したいと思わなかったら『None』 を選択 して下
さい。
 
• RIPv1 —クラス ベース ルーティング バージョン。 従ってサブネット情報が含まれない
し、可変長サブネット マスク（VLSM）をサポートしません。 攻撃を受けやすくするルー
タ認証のためのまた RIPv1 欠如サポート。
 
• RIPv2 —サブネット マスクを運び、パスワード認証 セキュリティをサポートします。
 
• RIPv1 および RIPv2 両方— RIPv1 および RIPv2 を両方プロトコル使用します。
 



 
ステップ 6 送信する Rip バージョン ドロップダウン リストから—送信ネットワークデータ
のための RIP プロトコルを選択して下さい: RIPv1、RIPv2 -ブロードキャスト、か RIPv2 -
マルチキャスト
 

• なし—ルーティング プロトコルを選択したいと思わなかったら『None』 を選択 して下
さい。
 
• RIPv1 —クラス ベース ルーティング バージョンはあります。 従ってサブネット情報が
含まれないし、可変長サブネット マスク（VLSM）をサポートしません。 攻撃を受けやす
くするルータ認証のためのまた RIPv1 欠如サポート。
 
• RIPv2 - broadcast — サブネット全体の（推奨）ブロードキャスト データ。
 
• RIPv2 - multicast — マルチキャスト アドレスにデータを送信 します。 RIPv2 -マルチキ
ャストはまたネットワーク全体にブロードキャストよりもむしろ隣接ルータにルーティン
グ テーブルのマルチキャストによって不必要なロードを避けるのを助けます。
 

 
ステップ 7 スタティック ルートをスタティック ルーティング テーブルに追加し、IP アド
レス、デフォルト ゲートウェイ、ホップ カウントおよびインターフェイスを入るため『
Add』 をクリック し。
 



 
ステップ 8.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。
 

 
ルーティング テーブルを表示するステップ 9. （オプションの）はルーティング テーブルを
『View』 をクリック します。
 

 
ステップ 10： Routing Table エントリ リストは現われます。 データをアップデートするた
めに『Refresh』 をクリック することができますまたはの近くで閉じますポップアップ ウ
ィンドウをクリックして下さい。 Routing Table ウィンドウは開きます:
 

  
IPv6 ルーティング 設定
 

ステップ 1.ルーティングを『Setup』 を選択 して下さい > ナビゲーション ツリーを使用し
て進めました。
 



 
ステップ 2. IPv6 のためのルーティングを設定するために IPv6 をクリックして下さい。
 

 
ステップ 3 ダイナミック ルーティング プロトコル RIPng を有効に するためにイネーブル
をチェックして下さい。 RIPng （Routing Information Protocol（RIP） 次世代）は IPv6 の
ための情報 ルーティング プロトコルです。 IPv6 のための RIPng は RIP および RIP2 のよ
うな IPv4 インターネットでよく使用されるプロトコルおよびアルゴリズムに基づいていま
す。
 



 
注: ルートがルーティング テーブルで現われられない場合その時だけスタティック ルート
を追加して下さい
 
スタティック ルートを手動で追加するステップ 4. （オプションの）は『Add』 をクリック
します。 RIPng ダイナミック ルーティング プロトコルを有効に することの後でさえも、
時々ルートはルーティング テーブルで現われないかもしれません。 それらの状況では、特
定のルートに達するためにスタティック ルートを設定して下さい。
 

 
ステップ 5 ステップ 4 が実行される場合、次のフィールドを設定して下さい:
 

• 宛先IP —宛先 IPv6 アドレスを入力して下さい RIPng プロトコルと到達可能ではない。
 
• プレフィクス長—要件に基づいてサブネット マスクを入力して下さい。
 
• デフォルト ゲートウェイ—ゲートウェイ IPv6 アドレスを入力して下さい。
 
• ホップ カウント—ルートが渡すホップの数のためのホップ カウントを入力して下さい。
 
• interface —要件に基づいてインターフェイス LAN か WAN を選択して下さい。
 



 
IPv6 のルーティング テーブルを表示するステップ 6. （オプションの）は『View』 をクリ
ック します。
 

 
最新ルーティングテーブルアップデートを受け取るステップ 7. （オプションの）は『
Refresh』 をクリック します。 ポップアップ ウィンドウを閉じるために、『Close』 をク
リック して下さい。
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