
RV160 および RV260 の PING、Traceroute およ
び DNS lookup 
目標
 

この記事はネットワーク 接続を確認する impactful メソッドを- RV160 および RV260 シリ
ーズ ルータの PING、traceroute および DNS lookup 強調表示します。
  

概要
 

デバイスはトラブルシューティング ネットワークの問題において助けるために複数の診断
ツールを提供します。 ツール確認よりより多くの構造化アプローチを探す場合、この大き
い資料をチェックして下さい: RV160 および RV260 ルータのトラブルシューティング。 こ
のトラブルシューティングに関する文書は分析するために接続をトラブルシューティングす
るときいくつかのエリアを取り扱っています。
  

方式 #1 - PING
 

最初の 1 つは PING です。 ping コマンドはデバイスのアクセスビリティをトラブルシュー
ティングするとき使用されるよくある方式です。 PING はネットワークの 2 ポイント間の
接続の判別でので単純および速度そう頻繁に使用されます。 それはインターネット制御メ
ッセージ プロトコル（ICMP） エコー メッセージをリモートホストがアクティブまたは非
アクティブだったかどうか確認するのに使用します。 それはまたホストおよびパケット損
失との通信の往復遅延を告げることができます。 最初に、出典はアドレスにエコー 要求パ
ケットを送り、応答を待っています。 タイムアウトが発生する前にエコー 要求が宛先に到
達すればおよび宛先が出典に戻ってエコー応答を返せれば、PING は正常です。
  

方式 #2 - Traceroute
 

第 2 診断ツールは Traceroute です。 Traceroute がパケットが実際に奪取 するルーティン
グを見つけるのに使用されています宛先に移動するとき。 これの後ろの目的は宛先に到着
するためにパケットが奪取 した パスを見つけ出すのに各 ICMP Time Exceeded Message
を使用することです。 ルータはリモートホストで無効なポート アドレスに一連のユーザデ
ータグラムプロトコル（UDP）データグラムを送信します。 3 つのデータグラムは「タイ
ムアウト」に 1 に設定 される Time To Live （TTL）フィールドの値とパスの最初のルータ
を見つけるとすぐ、1 という TTL 値引き起こしますデータグラムを送信されます。 最初の
ルータはデータグラムが切れたことを示す ICMP Time Exceeded Message とそれから対応
します。 その後で、もう 3 つの UDP メッセージは次のルータに送られ、TTL 値は 1.増加
します。 第 2 ルータが ICMP Time Exceeded Message を戻します TTL 値は 2 に今設定 さ
れます。 このプロセスはパケットが宛先に到着するまで続きます。 データグラムが宛先 ホ
ストに達し、無効なポートにアクセスすることを試みれば宛先に到達し、そこに停止するこ
とを traceroute に告げる ICMP ポート到達不可能なメッセージ（到達不可能ポート）は返
されます。
  

方式 #3 - DNS lookup
 

第 3 診断ツールは DNS lookup です。 ドメイン ネーム システム（DNS）は DNS サーバか
らの DNS プロトコルによって IP アドレスにホスト名をマップできる分散型データベース
です。 各ユニークなIPアドレスは関連するホスト名がある場合があります。 DNS lookup

https://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/smb/routers/cisco-rv-series-small-business-routers/smb5857-troubleshooting-on-rv160x-and-rv260x.html?dtid=osscdc000283#Run


はドメイン名の検索 DNS レコードを助ける診断ツールです。 それはまたドメイン名の IP
アドレスを見つけ、ドメイン名を IP アドレスと関連付けられて見つけるために逆検索をす
るのを助けることができます。
 
PING、traceroute および DNS lookup についての速い 2 分 Tech Talk はここにあります:  
  

適当なデバイス
 

 
RV160
 
 
RV260
 
  

[Software Version]
 

 
1.0.00.15
 
  

PING、Traceroute および DNS lookup
 

ステップ 1.ルータの Web 設定 ページへのログイン。
 

 
ステップ 2. Administration > 診断への移動。
 



 
ステップ 3 IP アドレス セクションの PING かトレースでは、ping してほしいドメイン名か 
IP アドレスを入力して下さい。 PING ボタンをクリックして下さい。
 
この例では、8.8.8.8 は入りました。 8.8.8.8 は Google にパブリック DNS サーバです。
 

 
注: またネットワークの私用 IP アドレスを ping できます。
 

 
ステップ 4 ルートを宛先に見つけるために、トレースしたいと思う入力し、次に 
Traceroute をクリックして下さいドメイン名か IP アドレスを。 パケットが選択するパスを
見られますはずです google.com に移動した場合。



注: 宛先への公共 IP アドレスは汚れました。
 

 
ステップ 5 実行では DNS lookup セクションは、情報をについての見つけたいと思うこと 
IP アドレスかドメイン名を入力します。 ルックアップ プロセスを開始するために『
Lookup』 をクリック して下さい。
 
この例では、google.com で入りました。
 

 
注: またドメイン名の代りに IP アドレスの入力によってリバース DNS ルックアップを行う
ことができます。
 

  
結論
 

RV160 および RV260 シリーズ ルータの PING、traceroute および DNS lookup を使用する
方法を今知るはずです。
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