
RV160 および RV260 の RIP の設定 
目標

この資料のこの目標は RV160 および RV260 シリーズ ルータの RIP を設定することです。

概要

Request For Comments として文書化されています ルーティング情報プロトコル（RIP）
（RFC） 1058 は距離ベクトル ルーティング プロトコルおよび広く使われた内部ゲートウ
ェイ プロトコル（IGP）です。 RIP 使用はルーティング情報を交換するためにユーザ デー
タグラム プロトコル（UDP） データパケットをブロードキャストしました。 これらの RIP
パケットは終点アドレスに到着するためにパケットは移動する必要があることアクセス デ
バイスがルータまたはゲートウェイの数できるネットワークについての情報が含まれ。 ア
ドバタイジングとして命名されるそれは 30 秒毎にルーティングアップデートメッセージを
送信 します。 ルータが 180 秒の別のルータまたは受信しなければ受信側デバイスからアッ
プデートを使用不可能ようにそのルートをマークします。 240 秒後にアップデートしない
ルータはデバイスのためのすべての Routing Table エントリを取除きます。

RIP はホップ呼出される送信元および宛先の間の距離を測定するのに単一 ルーティング メ
トリックを数使用します。 出典からの宛先へのパスでは、各ホップ通常 1.であるホップ 数
値は割り当てられます。 ルータはルーティング更新から新しいですか変更された相手先ネ
ットワーク エントリを受け取るとき、メトリック値に 1 つを追加し、ルーティング テーブ
ルで追加します。 それは次のホップとして送信側の IP アドレスを使用します。

RIP は出典許可されるホップの数をからの宛先にパスで制限します。 これはルーティング
ループがいつまでも続くことを防ぎます。 パスのホップの最大数は 15 です。 メトリック
が 15 のおよびルータが新しいですか変更されたエントリが含まれているルーティング更新
を受信するとき、メトリック値は 16 であるためにメトリックを引き起こす 1 によりネット
ワーク 宛先がみなされることを（無限大）、これ意味します増加します。 この機能のマイ
ナス面は 16 以下のホップに RIP ネットワークの最大直径を制限することです。 RIP は不
正確なルーティング情報が伝搬することを防ぐために分割地平線およびホールドダウン メ
カニズムを設定します。

RIP はすぐにネットワーク パケットを再ルーティングすることによってネットワーク接続
の 1 つがオフラインになる場合ネットワーク安定性の高度を確保します。 RIP がアクティ
ブである時、利用可能な十分なネットワーク リソースがある場合シングル ルータに、スイ
ッチよる小さい、サービス割り込み無しにユーザ エクスペリエンスまたはサーバ 停止。 初
期構成が簡単であるあり、時トポロジーの変更 設定をアップデートするように要求しませ
んので RIP にまたスタティック・ルート上の長所が。 RIP の短所はスタティック ルーティ
ングよりより多くのネットワークを処理オーバーヘッド必要とすることであり。

Rip バージョン 1 （RIPv1）と Rip バージョン 2 （RIPv2）の違いは RIPv1 が覆う可変長サ
ブネットを（VLSM）サポートしないし、認証をサポートしないことです。 それはクラスフ
ルルーティング プロトコルを使用し、ブロードキャストとしてルーティング更新を送信し
ます。 RIPv2 サポート マルチキャスト トラフィックとしてプレーン テキストおよびメッ
セージ ダイジェスト アルゴリズム 5 （MD5）認証、経路集約、Classless Inter-Domain
Routing （CIDR）、VLSM および送信ルーティング更新。

同じ機能し、IPv4 RIP と同じ利点を提供する RIP 次世代（RIPng）は RFC 2080 として文



書化されています。 全裂け目デバイスの RIPng サポート IPv6 アドレスおよびプレフィッ
クスおよび使用は RIP アップデートメッセージのための終点アドレスとしてグループ アド
レスを、FF02::9、マルチキャストしました。

適当なデバイス

•       RV160

•       RV260

[Software Version]

•       1.0.00.13

RIP の設定

ステップ 1.ルータの Web 設定 ページに記録 して下さい。

ステップ 2.ルーティングへの移動 > RIP。



ステップ 3 RIP を有効に するために、IPv4 または IPv6 または両方があるように確認して
下さい。

このデモがあるように両方とも確認しました。

注: WANインターフェイスの RIP アドバタイズメントの伝達は自動的に NAT が有効に なる
場合無効に なります。

ステップ 4 アップストリームからのルーティングが受け取られるように対応するインター
フェイスの有効をチェックして下さい。

この例に関しては、WANインターフェイスを有効に しました。



 

注: Enable フィールドの上のチェックボックスをチェックして自動的にすべてのインターフ
ェイスがあるように Rip バージョン 1、Rip バージョン 2、RIPng （IPv6）、および認証を
確認します。 同様に、チェックを外す有効はすべてのチェックを外します。

ステップ 5. RIPv1 はクラスフルルーティングを使用し、サブネット情報か認証が含まれて
いません。 Rip バージョン 1.のルーティング情報の送信 し、受け取を有効に するためにイ
ネーブルをチェックして下さい。 Rip バージョン 1.の送信からのルーティング情報を無効
に するために受動態をチェックして下さい。

RIPv1 があるように Enable チェックボックスを確認し、チェックされるように受動態を残
しました。

注: 受動設定は有効がチェックされるときだけアクティブになります。

ステップ 6. RIPv2 はマルチキャストを使用し、パスワード認証があるクラスレスプロトコ
ルです。 Rip バージョン 2.のルーティング情報の送信 し、受け取を有効に するためにイネ
ーブルをチェックして下さい。 Rip バージョン 2.の送信からのルーティング情報を無効に
するために受動態をチェックして下さい。

このデモに関しては、RIPv2 があるように有効を確認し、受動態をチェックを外しました。

注: 受動設定は有効がチェックされるときだけアクティブになります。

ステップ 7. RIPng は（UDP）ルーティング情報を送信 するのに使用します。 これは Rip
バージョン 2 に基づいていますが、IPv6 ルーティングのために使用されます。 RIP IPv6 ル
ーティングを有効に するために有効をチェックして下さい。 RIPng バージョンの送信を無
効に するために受動態をチェックして下さい。

ここでは、有効をチェックし、RIPng （IPv6）のための受動態をチェックを外しました。



注: 受動設定は有効がチェックされるときだけアクティブになります。

ステップ 8.認証はルーティングの前の RIP パケットの強制認証が他のルータによって交換
されることセキュリティ機能です。 ルーティングがネットワークの信頼 された ルータによ
ってだけ交換されるように認証を有効に するために有効をチェックして下さい。 それから
明白（認証の共通のメソッド）または MD5 （ユーザ確認のための質問への応答 認証機構
）を認証種別に選択し、パスワードを入力して下さい。

この例では、認証を有効に し、認証種別として MD5 を選択しました。 MD5 キー ID およ
び CiscoTest123 として 10 を入力しました! Md5 キー ストリングように。

注: これは RIPv1 のために利用可能ではないです。

ステップ 9. 『Apply』 をクリック して下さい。

ステップ 10： ページの上で、設定管理にスタートアップ コンフィギュレーションに実行コ
ンフィギュレーションを保存するためにナビゲートするように SAVE ボタンをクリックし
て下さい。 これはリブート間の設定を保つことです。

ステップ 11： 設定管理では、出典が実行コンフィギュレーションであり、宛先がスタート



アップ コンフィギュレーションであることを確かめて下さい。 それからスタートアップ コ
ンフィギュレーションに実行コンフィギュレーションを保存するために『Apply』 を押して
下さい。 ルータが現在使用していることすべての設定は揮発の、リブートの間で保たれな
い実行コンフィギュレーション ファイルにあります。 スタートアップ コンフィギュレーシ
ョン コンフィギュレーション・ファイルへの実行コンフィギュレーション ファイルをコピ
ーすることはリブート間のすべての設定を保ちます。

 

結論

今うまくデバイスの RIP を設定する必要があります。 RIP をルーティング テーブルの中か
ら探すために下記のステップに従うことができます。

ステップ 1.ステータスおよび統計情報 > ルーティング テーブルへの移動。
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