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RV34x シリーズ ルータの設定 ダイナミック ル
ーティング プロトコル 

目標
 

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。 ダイナミック ルーティング情報プロ
トコル（RIP）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 はルーティング情報を交換するのにルータが使用する距離ベクトルプロトコルです。
RIP はルーティング メトリックとしてホップ カウントを使用します。 RIP はルーティング
ループが出典許可されたホップの数で制限のからの宛先ことをへのパスで設定によっていつ
までも続くことを防ぎます。 サポートできるネットワークサイズを制限する RIP のための
最大ホップ数は 15 です。 従って、Rip バージョン 2 は開発されました。 クラスフル な
RIPv1 とは違って、RIPv2 はルーティング更新を送信するときサブネット マスクを含む階
級差別がないルーティング プロトコルです。
 
RIPv2 でルーティングを要約することは大規模なネットワークのスケーラビリティおよび効
率を改善します。 IP アドレスを要約することはより多くのルートを処理するサマリー アド
レスの内で含まれている個々の IP アドレスのあらゆる組み合せのために作成される表およ
びルータがすることのサイズを減らす RIP ルーティング テーブルの子ルート（ルート）の
ための No エントリがあることを意味します。
 
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 RIPv2 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。
 
この記事は方法で指示を RV34x シリーズ ルータのダイナミック ルーティングを設定する
与えます。
  

適当なデバイス
 

RV34x シリーズ
  

[Software Version]
 

1.0.02.16
  

設定 ダイナミック ルーティング
 

イネーブル RIP
 
ステップ 1.ルータの Webベース ユーティリティへのログインはルーティング > RIP を選択
し。



 
呼び出します。 RIP のために有効に したいと思うインターネット プロトコル（IP）バージ
ョンがあるようにイネーブル RIP チェックボックスを確認して下さい。 オプションは IPv4
と IPv6 のためです。
 
注: IPv4 と IPv6 のためのこの例では、チェックされます。
 

 
注： ネットワーク アドレス変換（NAT）が有効に なる場合 WANインターフェイスの RIP
アドバタイズメントを送信 して自動的に無効に されます。
  

設定 RIP
 

ステップ 1. （オプションの）チェック RIP を適用したいと思うインターフェイスの 
Enable チェックボックス。 これはインターフェイスにすべての Rip バージョンを加えます
。
 
注: この例では、VLAN1 および WAN1 はチェックされます。
 



 
Rip バージョン 1 エリアのステップ 2. （オプションの）は、ルーティング情報が Rip バー
ジョン 1.を通して送信 されるように Enable チェックボックスをチェックします。 チェッ
クボックスが既にチェックインされたステップ 1 だった場合、ステップ 4.にスキップして
下さい。
 

 
ステップ 3. （オプションの）チェック ブロードキャストからの Rip バージョン 1.を通して
ルーティング情報を無効に する受動チェックボックス。
 
注: どのによってはインターフェイスが設定されているか、これはデフォルトで有効に なり
ます。 WANインターフェイスで、これは不変です。
 



 
ステップ 4. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

 
今うまく RV34x シリーズ ルータの RIP を設定する必要があります。
  

設定 RIPv2
 

ステップ 1： Rip バージョン 2 エリアでは、ルーティング情報が RIPv2 によって送信 され
るようにたいと思うインターフェイスの Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 
注: この例では、VLAN1 および WAN1 はチェックされます。
 



 
ステップ 2. （オプションの）チェック ブロードキャストからの Rip バージョン 2.を通して
ルーティング情報を無効に する受動チェックボックス。
 
注: どのによってはインターフェイスを設定しているか、これはデフォルトで有効に なりま
す。 WANインターフェイスで、これは不変です。
 

 
ステップ 3 認証 エリアでは、RIPng （IPv6）の後のカラムは、他のルータによってルート
の交換に先行する RIP パケットの認証を可能にするために Enable チェックボックスをチェ
ックします。
 



●

●

 
ステップ 4 パスワード ドロップダウン リストから、RIPv2 がパケットを認証する方式を選
択して下さい。 オプションは次のとおりです:
 

平野—管理者が認証のための簡単なキー ストリングを作成するように要求します。
MD5 —メッセージ ダイジェスト アルゴリズム 5 （MD5）は 128 ビット ダイジェストを生成
する一方向ハッシュアルゴリズムです。 これは管理者が ID および MD5 キー ストリング
MD5 キーを作成するように要求します。
 

注: この例では、平野は WAN1 のために VLAN1 および MD5 のために選択されました選択
されました。
 

 
明白なら場合ステップ 5. （オプションの）は簡単なキー文字列フィールドで選択されまし
た、簡単なキー ストリングを入力します。 これは英数字および特殊文字の組み合せである
かもしれません。
 

 
ステップ 6 MD5 が選択された場合、MD5 キー ID フィールドで MD5 キー ID を入力して下
さい。 文字の最大数は 15 です。
 
注: この例では、123123123123123 は使用されます。
 



 
ステップ 7 MD5 キー文字列フィールドでは、RIPv2 によって MD5 キーと ID 認証するのに
使用するストリングを入力して下さい。
 

 
ステップ 8. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

を探します。
 
今うまく RV34x シリーズ ルータの RIPv2 を設定する必要があります。
  

設定 RIPng
 

ステップ 1： RIPng IPv6 エリアでは、ルーティング情報が RIPng によって送信 されるよう
にたいと思うインターフェイスの Enable チェックボックスをチェックして下さい。
 
注: この例では、VLAN1 および WAN1 はチェックされます。
 



 
ステップ 2. （オプションの）チェック ブロードキャストからの Rip バージョン 2.を通して
ルーティング情報を無効に する受動チェックボックス。
 
注: どのによってはインターフェイスを設定しているか、これはデフォルトで有効に なりま
す。 WANインターフェイスで、これは不変です。
 

 
ステップ 3. 『Apply』 をクリック して下さい。
 

を探します。
 
今うまく RV34x シリーズ ルータの RIPng を設定する必要があります。
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