
CVR100W VPN Router のルーティングコンフィ
ギュレーション 

目標
 

ルーティングはネットワーク全体のデータの効率的な移動を促進します。 ルーティングは
スタティック、ダイナミック、および VLAN 間ルーティングが含まれています。 スタティ
ック・ルートは特定のホストかネットワークにアクセスすることをパケットが可能にするよ
うに作成される手動で設定された経路です。 ダイナミック ルーティングはルータが自動的
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することを移動するた
めにルータが可能にするネットワークの物理的な変更に調節するようにします。 VLAN 間
ルーティングは異なるサブネットによってタグ付けされた VLANトラフィックを変わること
をルータが可能にします。
 
この技術情報は CVR100W VPN Router のルーティングを設定する方法を説明します。
  

適当なデバイス
 

• CVR100W VPN Router
  

[Software Version]
 

• 1.0.1.19
  

ルーティング設定
 

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ネットワーキング
 > ルーティングを選択し。 ルーテイィング ページは開きます:
 



  
動作モード
 

 
ステップ 1： 動作モード フィールドで、ルータの動作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ネットワーク接続をホストすることである場合 gateway —こ
の Radio ボタンを選択して下さい。 これがデフォルト設定です。
 
• ルータが他のルータとのネットワークの一部であり、ネットワークのもう一つのルータ
がインターネットへゲートウェイ場合 router —この Radio ボタンを選択して下さい。 ネ
ットワークの別のルータはゲートウェイとしてインターネット接続がルータ モードで利用
できるである場合機能する必要があります。 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。
 

注:  ゲートウェイ モードが選択される場合、ダイナミック ルーティング フィールドは薄暗
くなります。 スタティック ルーティングにスキップして下さい。
  

ダイナミック ルーティング
 



 
ステップ 1： ルーティング情報プロトコル（RIP） フィールドでは、変更がネットワークに
発生するように CVR100W 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 CVR100W ルーティング テーブルを調節するように Enable チェックボックスをチェ
ックして下さい。
 
呼び出します。 RIP でパケット Version フィールドをクリックしますネットワークデータ
を送信するのに使用される望ましい RIP プロトコルのための Radio ボタンを送信 して下さ
い。 このオプションはネットワークサポートの他のルータ何に基づいています。
 

• RIPv1 — RIPv1 はクラス ベース ルーティング バージョンです。 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 RIPv1 欠如サポート。
 
•RIPv2 — RIPv2 はサブネット情報を伝えます; 可変長サブネットを RIP のこのバージョン
を使用してもらうネットワーク。 RIP サポートおよびパスワード認証 セキュリティのこ
の形式はマルチキャストしました。
 

ステップ 3 RIP Recv パケット Version フィールドでネットワークデータを受け取るのに使
用される望ましい RIP プロトコルのための Radio ボタンをクリックして下さい。 RIPv1 と
RIPv2 の違いのためのステップ 2 を参照して下さい。 このオプションはネットワークサポ
ートの他のルータ何に基づいています。
 
注:  ステップ 2 およびステップ 3 で選択される Rip バージョンはネットワークの他のルー
タがサポートする Rip バージョンによって決まります。
  

 
スタティック ルーティング
 

 
ステップ 1： ルート エントリ ドロップダウン リストから、Routing Table エントリ番号を
選択して下さい。 まだ設定されていないドロップダウン リストのスタティック・ルートに
かっこの間で何もありません。
 
呼び出します。 入力ルート名フィールドでは、スタティック ルートの名前を入力して下さ



い。
 
ステップ 3 宛先 LAN IP フィールドでは、スタティック ルートの宛先アドレスを入力して
下さい。
 
ステップ 4 サブネット マスク フィールドでは、宛先アドレスのサブネット マスクを入力し
て下さい。
 
ステップ 5 Gateway フィールドでは、スタティック ルートのゲートウェイを入力して下さ
い。 ゲートウェイは 2 つのネットワークを接続するネットワークのノードです。
 
ステップ 6 インターフェイス フィールドで、望ましい Radio ボタンをクリックして下さい
。
 
• スタティック ルートが LAN インターフェイスに適用する場合 lan —この Radio ボタンを
クリックして下さい。
 
• WAN —スタティック ルートが WANインターフェイスに適用する場合この Radio ボタン
をクリックして下さい。
 
スタティックルートエントリを編集し、ルーティング テーブル数をルート エントリ ドロッ
プダウン リストから選択し、望ましいフィールドを編集するステップ 7. （オプションの
）。
 
スタティックルートエントリを削除するステップ 8. （オプションの）はルート エントリ ド
ロップダウン リストからルーティング テーブル数を選択し、このエントリを『Delete』 を
クリック します。
  

VLAN 間ルーティング
 

 
ステップ 1： VLAN 間ルーティング フィールドでは、デバイスが異なるサブネットにタグ
付けされた VLANトラフィックをルーティングするように Enable チェックボックスをチェ
ックして下さい。
 
注: VLAN を設定するために、技術情報を、CVR100W VPN Router の VLANメンバーシップ
参照して下さい。
  

ルーティング テーブル
 

 



 
ステップ 1： ルーティング テーブルを表示するために、示します IPv4 ルーティング テー
ブルをクリックして下さい。 これは作成されるスタティックおよびダイナミックルートを
表示する。
 
ステップ 2.ルーティングコンフィギュレーションを保存するために『SAVE』 をクリック
して下さい。
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