
Cisco ASR 9000 シリーズルータの RIP コマン
ド

このモジュールでは、Routing Information Protocol（RIP）を設定およびモニタするために使用す
るコマンドについて説明します。

RIPの概念、設定作業、および例については、『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
Routing Configuration Guide』の「Implementing RIP on Cisco ASR 9000 Series Router」のモジュー
ルを参照してください。
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authentication keychain mode（RIP）
RIPインターフェイスに対して認証キーチェーンメカニズムをイネーブルにするには、インター
フェイスコンフィギュレーションモードまたは VRFインターフェイスコンフィギュレーション
モードで authentication keychain modeコマンドを使用します。 RIPインターフェイスの認証キー
チェーンコンフィギュレーションをディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用し
ます。

authentication keychain keychain_name mode {md5| text}

no authentication keychain keychain_name mode {md5| text}

___________________
構文の説明 keychainコマンドを使用して設定されたキーチェーンの名前を指定します。

すべてのキーチェーンは、キーチェーンコンフィギュレーションコマ

ンドを使用してCisco IOSXRキーチェーンデータベース内で設定する
必要があります。『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services Router
System Security Configuration Guide』の「Implementing Keychain
Management」のモジュールを参照してください。

（注）

keychain-name

認証キーチェーンモードがキー付きメッセージダイジェスト（md5）であるこ
とを指定します。

md5

認証キーチェーンモードがクリアテキストであることを指定します。text

___________________
コマンドデフォルト キーチェーン認証はディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

VRFインターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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すべてのキーチェーンは、キーチェーンコンフィギュレーションコマンドを使用して Cisco IOS
XRキーチェーンデータベース内で設定する必要があります。『Cisco ASR 9000 Series Aggregation
Services Router System Security Configuration Guide』の「Implementing Keychain Management」のモ
ジュールを参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次の例では、RIP VRFインターフェイスに対してmd5モードの認証キーチェーンを設定する方法

を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#vrf vrf_rip_auth
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf)#interface POS 0/6/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf-if)#authentication keychain key1 mode md5

次の例では、RIPインターフェイスに対してクリアテキストモードの認証キーチェーンを設定す
る方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router#configure
RP/0/RSP0/CPU0:router(config)#router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#interface POS 0/6/0/1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)#authentication keychain key2 mode text

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ルーティングプロセスを設定し、Routing
Information Protocol（RIP）プロセスのルータコ
ンフィギュレーションモードを開始します。

router rip, （49ページ）

VPNルーティング/転送（VRF）インスタンス
を定義し、VRFコンフィギュレーションモー
ドを開始します。

完全なコマンドリファレンス情報については、

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Command Reference』を参
照してください。

vrf（RIP）, （80ページ）
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説明コマンド

キーチェーンを作成または変更します。

完全なコマンドリファレンス情報については、

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Command Reference』を参
照してください。

key chain（キーチェーン）

キーチェーンのキーを作成または変更します。

完全なコマンドリファレンス情報については、

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Command Reference』を参
照してください。

key（キーチェーン）

キーのテキスト文字列を指定します。

完全なコマンドリファレンス情報については、

『Cisco ASR 9000 Series Aggregation Services
Router System Security Command Reference』を参
照してください。

key-string（キーチェーン）
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auto-summary（RIP）
サブネットルートを自動サマライズしてネットワークレベルルートにする機能をイネーブルに

するには、適切なコンフィギュレーションモードで auto-summaryコマンドを使用します。この
機能をディセーブルにして、サブプレフィックスルーティング情報をクラスフルネットワーク境

界を越えて送信するには、このコマンドの no形式を使用します。

auto-summary

no auto-summary

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト Disabled

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

auto-summaryコマンドは、ルート集約をオンにするために使用します。ルート集約により、ルー
ティングテーブルにおけるルーティング情報の量が少なくなります。

切断されているサブネット間のルーティングを実行する必要がある場合は、自動サマライズをディ

セーブルにします。自動サマライズがオフの場合、サブネットがアドバタイズされます。自動サ

マライズはデフォルトでディセーブルになっています。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、RIPの自動サマライズをオンにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# auto-summary

___________________
関連コマンド

説明コマンド

VRFインスタンスを定義し、VRFコンフィギュ
レーションモードを開始します。

vrf（RIP）, （80ページ）
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broadcast-for-v2
Routing InformationProtocol（RIP）バージョン 2出力パケットをブロードキャストアドレスに送信
するには、適切なコンフィギュレーションモードで broadcast-for-v2コマンドを使用します。こ
の機能をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

broadcast-for-v2

no broadcast-for-v2

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト RIPv2出力パケットはブロードキャストされません。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

broadcast-for-v2コマンドは、RIPバージョン 2ブロードキャストアップデートを、マルチキャス
トをリッスンしないホストにブロードキャストするために使用します。バージョン 2アップデー
ト（要求と応答）は、IPマルチキャストアドレス 244.0.0.9ではなく、IPブロードキャストアド
レス 255.255.255.255に送信されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、全 RIPインターフェイスで、RIP v2出力メッセージをブロードキャストアドレスに送信す

る例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# broadcast-for-v2
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clear rip
データベースエントリや統計情報など、Routing InformationProtocol（RIP）のVRFおよびインター
フェイス関連の情報をクリアするには、EXECモードで clear ripコマンドを使用します。

clear rip [vrf {vrf| all}]

___________________
構文の説明

（任意）特定の VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスまたは
すべての VRFインスタンスを指定します。

vrf { vrf | all }

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

メモリ不足状態が原因で RIP VRFとインターフェイスがソフトウェアによって強制的に非アク
ティブ化された場合に、再度アクティブ化するには、clear rip、clear rip interface、または clear
rip out-of-memoryコマンドを使用してメモリ不足状態をクリアする必要があります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りrip
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___________________
例 次に、RIP内のすべてのデータベース、インターフェイス、VRFエントリをクリアする例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:routerr# clear rip vrf all

___________________
関連コマンド

説明コマンド

データベースエントリや統計情報など、RIPの
インターフェイス関連の情報をクリアします。

clear rip interface, （14ページ）

RIPのメモリ不足状態をクリアします。clear rip out-of-memory, （16ページ）
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clear rip database
Routing Information Protocol（RIP）トポロジテーブルからデータベースエントリだけをクリアす
るには、EXECモードで clear rip databaseコマンドを使用します。

clear rip [vrf {vrf| all}] database [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）特定のVPNルーティング/転送（VRF）インスタンスまたはすべて
の VRFインスタンスを指定します。

vrf { vrf | all }

（任意）トポロジエントリを消去するインターフェイスを指定します。interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘル
プ機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用してください。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、GigabitEthernet 0/1/0/0インターフェイスのトポロジテーブルのデータベースエントリだけ

をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear rip database interface GigabitEthernet 0/1/0/0

___________________
関連コマンド

説明コマンド

RIPプロセスのデータベースおよびインターフェ
イスエントリ情報を表示します。

show rip statistics, （70ページ）
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clear rip interface
データベースエントリや統計情報など、Routing Information Protocol（RIP）のインターフェイス関
連の情報をクリアするには、EXECモードで clear rip interfaceコマンドを使用します。

clear rip [vrf {vrf| all}] interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

（任意）特定の VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスまたはすべ
ての VRFインスタンスを指定します。

vrf { vrf | all }

トポロジエントリを消去するインターフェイスを指定します。interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘル
プ機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用してください。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

メモリ不足状態が原因で RIP VRFとインターフェイスがソフトウェアによって強制的に非アク
ティブ化された場合に、再度アクティブ化するには、clear rip、clear rip interface、または clear
rip out-of-memoryコマンドを使用してメモリ不足状態をクリアする必要があります。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、ルートや統計情報などのインターフェイス関連のデータすべてを GigabitEthernet 0/1/0/0イ

ンターフェイスからクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear rip vrf vpn-1 interface GigabitEthernet 0/1/0/0

___________________
関連コマンド

説明コマンド

データベースエントリや統計情報など、RIPの
VRFおよびインターフェイス関連の情報をクリ
アします。

clear rip, （10ページ）

RIPのメモリ不足状態をクリアします。clear rip out-of-memory, （16ページ）
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clear rip out-of-memory
Routing Information Protocol（RIP）のメモリ不足状態をクリアするには、EXECモードで clear rip
out-of-memoryコマンドを使用します。

clear rip [vrf {vrf| all}] out-of-memory [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）特定の VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスまたはすべ
ての VRFインスタンスを指定します。

vrf { vrf | all }

（任意）トポロジエントリを消去するインターフェイスを指定します。interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘル
プ機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用してください。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

clear rip out-of-memoryコマンドを使用すると、メモリ不足状態が完全にクリアされ、RIPプロセ
スによって VRFまたはインターフェイスを強制的にシャットダウンできるようになります。

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンス
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ルータでメモリが不足し始めると、RIPプロセスは、Normal、Minor、Severe、Criticalとして定義
される各メモリ状態の間を遷移します。

• Normal状態では、RIP VRFとインターフェイスは正常に機能します。

• Minor状態では、現在アクティブな RIP VRFとインターフェイスはアクティブなままになり
ます。現在アクティブでない VRFとインターフェイスは、RIPプロセスが Normal状態に遷
移するまでアクティブになることができません。

• Severe状態では、RIPプロセスが別の状態に遷移するまで、いくつかのVRFとインターフェ
イスが強制的にダウン状態にされます。

• Critical状態では、RIPプロセスが強制的にシャットダウンされます。

Severe状態で強制的にシャットダウンされた VRFとインターフェイスは、RIPプロセスがMinor
状態または Normal状態に遷移しても、自動的にアクティブ化されません。 Severe状態で VRFま
たはインターフェイスが強制的にダウン状態にされた場合、clear rip、clear rip interface、または
clear rip out-of-memoryコマンドを実行すると Forced Down状態がクリアされ、VRFまたはイン
ターフェイスが再度アクティブ化されます。

show ripコマンドおよび show rip interfaceコマンドを使用すると、現在のメモリ不足状態を表示
できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、RIPプロセスのメモリ不足状態をクリアする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear rip out-of-memory

___________________
関連コマンド

データベースエントリや統計情報など、RIPの
VRFおよびインターフェイス関連の情報をクリ
アします。

clear rip, （10ページ）

データベースエントリや統計情報など、RIPの
インターフェイス関連の情報をクリアします。

clear rip interface, （14ページ）

RIPの設定とステータスを表示します。show rip, （58ページ）

RIPトポロジテーブルのインターフェイスエン
トリ情報を表示します。

show rip interface, （63ページ）
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clear rip statistics
Routing Information Protocol（RIP）統計情報をクリアするには、EXECモードで clear rip statistics
コマンドを使用します。

clear rip [vrf {vrf| all}] statistics [interface type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）特定の VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスまたはすべ
ての VRFインスタンスを指定します。

vrf { vrf | all }

（任意）トポロジエントリをクリアするインターフェイスを指定します。interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘル
プ機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用してください。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、すべての RIP統計情報を消去する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# clear rip statistics

___________________
関連コマンド

説明コマンド

RIPプロセスのデータベースおよびインターフェ
イスエントリ情報を表示します。

show rip statistics, （70ページ）
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default-information originate（RIP）
Routing Information Protocol（RIP）のデフォルトルートを生成するには、適切なコンフィギュレー
ションモードで default-information originateコマンドを使用します。RIPのデフォルトルートを
ディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

default-information originate [route-policy name]

no default-information originate

___________________
構文の説明

デフォルトルートの条件を示すルートポリシーの名前。route-policy name

___________________
コマンドデフォルト このコマンドは、デフォルトでディセーブルになっています。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、ルーティングテーブルに対してルートポリシーを実行した結果に基づき、RIPアップデー

トでデフォルトルートを開始する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# default-information originate route-policy policy1

___________________
関連コマンド

説明コマンド

RIPネイバーにアドバタイズするアップデート
や、RIPネイバーから受信するアップデートに、
ルーティングポリシーを適用します。

route-policy（RIP）, （51ページ）
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default-metric（RIP）
他のプロトコルから Routing Information Protocol（RIP）に再配布されるルートのデフォルトメト
リック値を設定するには、適切なコンフィギュレーションモードで default-metricコマンドを使
用します。デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

default-metric number-value

no default-metric

___________________
構文の説明

デフォルトのメトリック値。範囲は 1～ 15です。number-value

___________________
コマンドデフォルト デフォルトメトリックは設定されていません。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

RIPですべての再配布ルートに同じメトリック値を使用するには、default-metricコマンドを
redistributeコマンドとともに使用します。デフォルトメトリックを使用すると、妥当な代替メ
トリックを設定し、再配布を可能にすることで、互換性のないメトリックを使用したルートを再

配布するという問題を解決することができます。再配布される他のプロトコルに対して異なるメ

トリックを設定する場合は、redistributeコマンドで route-policyオプションを使用します。

再配布されるルートで使用されるRIPメトリックは、ルートポリシーによって決まります。ルー
トポリシーが設定されていないか、ルートポリシーで RIPメトリックが設定されていない場合
は、再配布されるプロトコルに基づいてメトリックが決定されます。BGPによって再配布される
VPNv4ルートの場合、リモート PEルータで設定された RIPメトリックが有効であれば、それが
使用されます。
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その他すべての場合（BGP、IS-IS、OSPF、EIGRP、接続済み、スタティック）は、default-metric
コマンドで設定されたメトリックが使用されます。有効なメトリックが決定できない場合、再配

布は起こりません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、自律システム 109がルーティングプロトコル RIPと Open Shortest Path First（OSPF;オープ

ンショーテストパスファースト）の両方を使用する例を示します。この例は、OSPFから取得し
たルートを RIPを使用してアドバタイズし、OSPFから取得したルートに RIPメトリック 10を割
り当てます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# vrf vpn-1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf)# default-metric 10
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf)# redistribute ospf 109

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ルートを 1つのルーティングドメインから RIP
に再配布します。

redistribute（RIP）, （45ページ）
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distance（RIP）
Routing InformationProtocol（RIP）によって検出されたルートに割り当てるアドミニストレーティ
ブディスタンスを定義するには、適切なコンフィギュレーションモードでdistanceadmin-distance
コマンドを使用します。コンフィギュレーションファイルから距離の定義を削除し、システムを

デフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

distance admin-distance [prefix prefix-length| prefix mask]

no distance admin-distance

___________________
構文の説明 RIPルートに割り当てるアドミニストレーティブディスタンス。範囲は 0～ 255

です。

admin-distance

（任意）ルーティング情報が表示されるネットワーク IPアドレス。prefix

（任意）prefix-length引数は、IPプレフィックスの長さを指定します。これは、
プレフィックス（アドレスのネットワーク部）を構成するアドレスの上位隣接

ビット数を示す 10進数値です。 10進数値の前にスラッシュを付ける必要があ
ります。 IPv4アドレスの場合の範囲は 0～ 32です。

prefix-length

（任意）次の 2つの方法のうちいずれかで指定されるネットワークマスク。

• 4分割ドット付き 10進表記のアドレスでネットワークマスクを指定しま
す。たとえば、255.0.0.0の場合、各ビットが 1のときに対応するアドレス
ビットがネットワークアドレスであることを示します。

•ネットワークマスクは、スラッシュ（/）と数字で表すことができます。
たとえば、/8は、マスクの最初の 8ビットが 1であり、アドレスの対応す
るビットがネットワークアドレスであることを示します。

mask

___________________
コマンドデフォルト admin-distance：120

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

   Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンス
リリース 4.2.x

24 OL-26053-03-J  

Cisco ASR 9000 シリーズルータの RIP コマンド
distance（RIP）



___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

distanceコマンドを使用し、他のプロトコルルートに対する RIPルートのプリファレンスを変更
します。アドミニストレーティブディスタンスと再配布機能を同時に使用する場合は、RIPネイ
バーから受け取るルートや RIPネイバーにアドバタイズするルートに対する振る舞いが影響を受
ける可能性があります。

数値的に、アドミニストレーティブディスタンスは 0～ 255の整数です。通常、値が大きいほ
ど、信頼性の格付けが下がります。 255のアドミニストレーティブディスタンスは、ルーティン
グ情報源がまったく信頼できないため、無視すべきであることを意味します。

distanceコマンドを実行する順序は、割り当てられるアドミニストレーティブディスタンスに予
期せぬ方法で影響を与える可能性があります。

次の表に、デフォルトのアドミニストレーティブディスタンスをリストします。

表 1：各ルーティングプロトコルのデフォルトのアドミニストレーティブディスタンス

アドミニストレーティブディスタンス値ルーティングプロトコル

0接続されているインターフェイス

0インターフェイス外部のスタティックルート

1ネクストホップへのスタティックルート

5EIGRPサマリールート

20EBGP

90内部 EIGRP

110OSPF

115IS-IS

120RIPバージョン 1および 2

170外部 EIGRP

200IBGP

255不明
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、特定のプレフィックスに対してアドミニストレーティブディスタンスを設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# distance 85 192.168.10.0/24

___________________
関連コマンド

説明コマンド

ルートを 1つのルーティングドメインから RIP
に再配布します。

redistribute（RIP）, （45ページ）
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interface（RIP）
Routing Information Protocol（RIP）が動作するインターフェイスを定義し、インターフェイスコン
フィギュレーションモードに移行するには、ルータコンフィギュレーションモードで interface
コマンドを使用します。インターフェイスに対する RIPルーティングをディセーブルにするに
は、このコマンドの no形式を使用します。

interface type interface-path-id

no interface type interface-path-id

___________________
構文の説明

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ
機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリストを

表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使用し
てください。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト このコマンドをコンフィギュレーションモードで指定しない場合、インターフェイスに対する

RIPルーティングはイネーブルになりません。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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interfaceコマンドは、特定のインターフェイスを RIPプロセスに関連付けるために使用します。
インターフェイスの IPv4アドレスが変更された場合でも、インターフェイスがプロセスに関連付
けされた状態は変わりません。

このコマンドを使用すると、ルータをインターフェイスコンフィギュレーションモードにしま

す。このモードから、インターフェイス固有の設定を実行できます。このモードで設定したコマ

ンド（broadcast-for-v2, （8ページ）コマンドなど）は、そのインターフェイスに自動的にバイ
ンドされます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、RIPプロセスのインターフェイスコンフィギュレーションモードに移行し、GigabitEthernet

インターフェイス 0/1/0/0上でRIPバージョン 2メッセージをブロードキャストアドレスに送信す
る例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# ?

broadcast-for-v2 Specify broadcast address for RIP v2 output packet
commit Commit the configuration changes to running
describe Describe a command without taking real actions
do Run an exec command
exit Exit from this submode
metric-zero-accept Accept rip update with metric 0 to compensate a common bug
no Negate a command or set its defaults
passive-interface Suppress routing updates on this interface
poison-reverse Enable poison reverse
receive Advertisement reception
route-policy Apply route policy to routing updates
send Advertisement transmission
show Show contents of configuration
site-of-origin SOO community for prefixes learned over this interface
split-horizon Disable split horizon

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# broadcast-for-v2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

RIPバージョン 2出力パケットをブロードキャ
ストアドレスに送信します。

broadcast-for-v2, （8ページ）
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maximum-paths（RIP）
Routing Information Protocol（RIP）がルーティングテーブルに追加する等コストパラレルルート
の最大数を設定するには、適切なコンフィギュレーションモードで maximum-pathsコマンドを
使用します。コンフィギュレーションファイルから maximum-pathsコマンドを削除し、システ
ムを RIPに関してデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

maximum-paths maximum

no maximum-paths

___________________
構文の説明 RPがルーティングテーブル内にインストールできるパラレルルートの最

大数。範囲は 1～ 32です。
maximum

___________________
コマンドデフォルト 4パス

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次の例では、1つの宛先に最大 16の等価コストパスが許可されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# maximum-paths 16
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metric-zero-accept
RIPで、メトリックにゼロ（0）が設定されたRIPアップデートからのルーティングエントリを受
け付けるようにするには、インターフェイスコンフィギュレーションモードでmetric-zero-accept
コマンドを使用します。コンフィギュレーションファイルから metric-zero-acceptコマンドを削
除し、システムをRIPに関してデフォルトの状態に戻すには、このコマンドのno形式を使用しま
す。

metric-zero-accept

no metric-zero-accept

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト メトリックゼロ（0）で受信した RIPルートは無視されます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

RIPアップデートからのルーティングエントリに対してmetric-zero-acceptコマンドを設定した後
は、RIPはこれらのルートを受け付けた後でメトリックを 1に設定します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、メトリックがゼロのルーティングエントリを受け付けるように RIPインターフェイスを設

定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# metro-zero-accept
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neighbor（RIP）
Routing Information Protocol（RIP）情報を交換する隣接ルータを定義するには、適切なコンフィ
ギュレーションモードで neighborコマンドを使用します。エントリを削除するには、このコマ
ンドの no形式を使用します。

neighbor ip-address

no neighbor ip-address

___________________
構文の説明

ルーティング情報を交換するピアルータの IPアドレス。ip-address

___________________
コマンドデフォルト 隣接ルータは定義されていません。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ルーティング情報のポイントツーポイント（非ブロードキャスト）交換を許可するには、neighbor
コマンドを使用します。ルータコンフィギュレーションモードで、neighborコマンドを
passive-interfaceコマンドとともに使用すると、ルータのサブセットと LAN上のアクセスサーバ
の間でルーティング情報を交換できます。

複数の neighborコマンドを使用して、他のネイバーまたはピアを指定できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、特定のネイバーに対するRIPアップデートの送信を許可する例を示します。1つのネイバー

につきアップデートのコピーが 1つ生成されます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# vrf vpn-1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf)# neighbor 172.16.1.2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

インターフェイス上でのRIPアップデートの送
信を抑止します。

passive-interface（RIP）, （39ページ）
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nsf（RIP）
Routing Information Protocol（RIP）プロセスのシャットダウンまたは再起動後にRIPルート上のノ
ンストップフォワーディング NSFを設定するには、適切なコンフィギュレーションモードで nsf
コマンドを使用します。コンフィギュレーションファイルからこのコマンドを削除し、システム

をデフォルトの状態に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

nsf

no nsf

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト NSFはディセーブルです。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

nsfコマンドを使用した場合、NSFライフタイムがアップデート時間の2倍に自動的に設定されま
す（最小値は60秒）。RIPプロセスは、この時間に再コンバージする必要があります。コンバー
ジェンスが NSFライフタイムを超える場合、ルートは Routing Information Base（RIB;ルーティン
グ情報ベース）から除去され、NSFが失敗することがあります。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、RIP NSFを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# vrf vpn-1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf)# nsf
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output-delay
送信するRouting Information Protocol（RIP）アップデートのパケット間遅延を変更するには、適切
なコンフィギュレーションモードで output-delayコマンドを使用します。遅延を削除するには、
このコマンドの no形式を使用します。

output-delay delay

no output-delay delay

___________________
構文の説明

複数パケット RIPアップデートにおける連続パケット間の遅延（ミリ秒単
位）。範囲は 8～ 50です。

delay

___________________
コマンドデフォルト デフォルトは遅延なしです。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

output-delayコマンドは、高速で送信する相手のルータが低速であり、その速度で受信ができない
可能性がある場合に使用します。このコマンドを設定すると、ルーティングテーブルから情報が

失われることを防ぐことができます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、パケット間遅延を 10ミリ秒に設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# vrf vpn-1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf)# output-delay 10
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passive-interface（RIP）
インターフェイス上でRouting Information Protocol（RIP）アップデートの送信を抑止するには、イ
ンターフェイスコンフィギュレーションモードで passive-interfaceコマンドを使用します。アッ
プデートの抑止を解除するには、このコマンドの no形式を使用します。

passive-interface

no passive-interface

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト インターフェイス上で RIPアップデートが送信されます。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

受動インターフェイス上でルーティングアップデートのマルチキャスト（またはブロードキャス

ト）アドレスへの送信が停止されている間も、そのインターフェイス上でのネイバーからのルー

ティングアップデートの受信と処理は続行されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、GigabitEthernetインターフェイス 0/1/0/0で RIPアップデートのマルチキャスト（またはブ

ロードキャスト）を停止する例を示します。RIPアップデートの受信は正常に続行されます。
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GigabitEthernetインターフェイス 0/1/0/3は、正常にアップデートを送受信します。また、RIPアッ
プデートは適切なインターフェイス上でネイバー 172.168.1.2にユニキャストされます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# neighbor 172.16.1.2
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# passive-interface
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# exit
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# interface GigabitEthernet 0/1/0/3
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# exit

___________________
関連コマンド

説明コマンド

RIPプロトコル情報を交換する隣接ルータを定
義します。

neighbor（RIP）, （33ページ）
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poison-reverse
Routing Information Protocol（RIP）ルートアップデートのポイズンリバース処理をイネーブルに
するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで poison-reverseコマンドを使用し
ます。RIPアップデートのポイズンリバース処理をディセーブルにするには、このコマンドのno
形式を使用します。

poison-reverse

no poison-reverse

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト ポイズンリバース処理はディセーブルです。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ルートポイズニングとは、ルーティングループを防止するための機能です。特定のルートが到達

可能ではなくなったときに、そのことを他のルータに通知します。実質的に、そのルートは他の

ルータのルーティングテーブルから削除されます。システムデフォルトであるスプリットホラ

イズンは、RIPを通じて学習したルートを、そのルートを学習したインターフェイスからはアド
バタイズしないようにする機能です。

poison-reverseコマンドは、RIPルータアップデートのポイズンリバース処理をイネーブルにし
ます。ルートポイズニング情報を受信したルータは、ポイズニング情報を送信元ルータに返しま

す。このプロセスを「ポイズンリバース」といいます。このプロセスによって、同じインター

フェイス上のすべてのルータが確実に、ポイズニングされたルート情報を受信済みになります。

ポイズンリバースとスプリットホライズンの両方が設定されている場合は、単純なスプリット

ホライズン動作（ルートを学習したインターフェイスからのそのルートの抑止）がポイズンリ
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バース動作で置き換えられます。スプリットホライズンがディセーブルの場合、ポイズンリバー

スの設定は無視されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、RIPが動作するインターフェイスでポイズンリバース処理をイネーブルにする例を示しま

す。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# poison-reverse

___________________
関連コマンド

説明コマンド

スプリットホライズンメカニズムをディセー

ブルにします。

split-horizon disable（RIP）, （74ページ）
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receive version
バージョン固有のパケットを受け付けるようにRouting Information Protocol（RIP）インターフェイ
スを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで receive versionコマンド
を使用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

receive version {1| 2| 1 2}

no receive version {1| 2| 1 2}

___________________
構文の説明

バージョン 1のパケット1

バージョン 2のパケット2

バージョン 1と 2のパケット1 2

___________________
コマンドデフォルト Version 2

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

receiveversionコマンドは、RIPのデフォルトの動作を変更するために使用します。このコマンド
は、設定中のインターフェイスだけに適用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、RIPバージョン 1と 2のパケットを受け付けるようにインターフェイスを設定する例を示

します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# receive version 1 2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

バージョン固有のパケットを送信するように

RIPインターフェイスを設定します。
send version, （53ページ）
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redistribute（RIP）
別のルーティングドメインから受け取ったルートを Routing Information Protocol（RIP）に再配布
するには、適切なコンフィギュレーションモードで redistributeコマンドを使用します。コンフィ
ギュレーションファイルから redistributeコマンドを削除し、ルートの再配布をしないデフォル
トの状態にシステムを戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

Border Gateway Protocol (BGP)

redistribute bgp process-id [route-policy name] [external| internal| local]

no redistribute bgp process-id

Connected Interface Routes

redistribute connected [route-policy name]

no redistribute connected

Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP)

redistribute eigrp process-id [route-policy name]

no redistribute eigrp process-id

Intermediate System-to-Intermediate System (ISIS)

redistribute isis process-id [route-policy name] [level-1| level-1-2| level-2]

no redistribute isis process-id

Open Shortest Path First (OSPF)

redistribute ospf process-id [route-policy name] [match {external [1| 2]| internal| nssa-external [1| 2]}]

no redistribute ospf process-id

IP Static Routes

redistribute static [route-policy name]

no redistribute static

___________________
構文の説明 BGPプロトコルからのルートを配布します。bgp
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• bgpキーワードの場合：

◦ 2バイトの自律システム番号（ASN）の範囲は 1～ 65535です。

◦ asplain形式の 4バイトの自律システム番号（ASN）の範囲は 1～
4294967295です。

◦ asdot形式の 4バイトの自律システム番号（ASN）の範囲は 1.0～
65535.65535です。

• eigrpキーワードの場合は、ルートの再配布元である EIGRPインスタ
ンスの名前です。値は文字列の形式を取ります。10進数を入力できま
すが、ストリングとして内部に格納されます。

• isisキーワードの場合は、ルートの再配布元である IS-ISインスタンス
の名前です。値は文字列の形式を取ります。 10進数を入力できます
が、ストリングとして内部に格納されます。

• ospfキーワードの場合は、ルートの再配布元である OSPFインスタン
スの名前です。値は文字列の形式を取ります。10進数を入力できます
が、ストリングとして内部に格納されます。

process-id

（任意）BGP外部ルートだけを指定します。external

（任意）BGP内部ルートだけを指定します。internal

（任意）BGPローカルルートだけを指定します。local

（任意）設定されたポリシーの IDを指定します。ポリシーは、このソース
ルーティングプロトコルから RIPへのルートのインポートをフィルタする
ために使用されます。

route-policy name

（任意）レベル 1 IS-ISルートだけを他のルーティングプロトコルに再配布
します。

level-1

（任意）レベル 1とレベル 2の IS-ISルートを他のルーティングプロトコル
に配布します。

level-1-2

（任意）レベル 2 IS-ISルートだけを他のルーティングプロトコルに配布し
ます。

level-2
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（任意）OSPFルートを他のルーティングドメインに再配布する条件を指定
します。次の 1つ以上の条件を指定できます。

• internal：特定の自律システム内部のルート（エリア内およびエリア間
の OSPFルート）。

• external [1 | 2]：自律システム外部のルートである一方で、タイプ 1ま
たはタイプ 2の外部ルートとして OSPFにインポートされているルー
ト。

• nssa-external [1 | 2]：自律システム外部のルートである一方で、タイプ
1またはタイプ2のNot-So-StubbyArea（NSSA）外部ルートとしてOSPF
にインポートされているルート。

externalおよび nssa-externalオプションでタイプを指定しなかった場合は、
タイプ 1とタイプ 2の両方であると想定されます。

matchが指定されていない場合、デフォルトはフィルタリングなしとなりま
す。

[ match { external
[ 1 | 2 ] | internal |
nssa-external [ 1 |
2 ]]} [ route-policy
name ]

IPスタティックルートを再配布します。static

___________________
コマンドデフォルト ルートの再配布はディセーブルです。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

4バイトの自律システム番号表記の asplain形式がサポート
されました。

リリース 3.9.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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属性とルートポリシーを設定または一致させるための両方のコマンドキーワードを使用して、

ルートを RIPに再配布する場合、ルートにまずルートポリシーが適用され、その後キーワー
ド照合と設定が行われます。

（注）

再配布されたルーティング情報は、route-policy nameキーワードと引数でフィルタできます。こ
のフィルタリングにより、管理者が意図したルートだけが RIPによって再配布されます。

再配布されるルートで使用されるRIPメトリックは、ルートポリシーによって決まります。ルー
トポリシーが設定されていないか、ルートポリシーで RIPメトリックが設定されていない場合
は、再配布されるプロトコルに基づいてメトリックが決定されます。BGPによって再配布される
VPNv4ルートの場合、リモート PEルータで設定された RIPメトリックが有効であれば、それが
使用されます。

その他すべての場合（BGP、IS-IS、OSPF、EIGRP、接続済み、スタティック）は、default-metric
コマンドで設定されたメトリックが使用されます。有効なメトリックが決定できない場合、再配

布は起こりません。

ルーティングポリシーの詳細については、『CiscoASR9000 Series Aggregation Services Router Routing
CommandReference』のCiscoASR9000 Series Router「」のモジュールの「Routing PolicyCommands」
を参照してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、BGPルートを RIPプロセスに再配布する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# redistribute bgp 100

___________________
関連コマンド

説明コマンド

他のプロトコルからRIPに再配布されるルート
のデフォルトメトリック値を設定します。

default-metric（RIP）, （22ページ）
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router rip
ルーティングプロセスを設定し、Routing InformationProtocol（RIP）プロセス用のルータコンフィ
ギュレーションモードに移行するには、グローバルコンフィギュレーションモードで router rip
コマンドを使用します。 RIPルーティングプロセスをオフにするには、このコマンドの no形式
を使用します。

router rip

no router rip

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト ルータプロセスは定義されていません。

___________________
コマンドモード グローバルコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、RIPのルータプロセスを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
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次に、RIP用のルータコンフィギュレーションモードに移行し、そのモードで実行できるコマン
ドの一覧を表示する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# ?

auto-summary Enable automatic network number summarization
broadcast-for-v2 Send RIP v2 output packets to broadcast address
commit Commit the configuration changes to running
default-information Control distribution of default information
default-metric Set metric of redistributed routes
describe Describe a command without taking real actions
distance Define an administrative distance
do Run an exec command
exit Exit from this submode
interface Enter the RIP interface configuration submode
maximum-paths Maximum number of paths allowed per route
neighbor Specify a neighbor router
no Negate a command or set its defaults
nsf Enable Cisco Non Stop Forwarding
output-delay Interpacket delay for RIP updates
redistribute Redistribute information from another routing protocol
route-policy Apply route policy to routing updates
show Show contents of configuration
timers Adjust routing timers
validate-update-source Validate source address of routing updates
vrf Enter the RIP vrf configuration submode

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)#
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route-policy（RIP）
Routing Information Protocol（RIP）ネイバーにアドバタイズするアップデートや、RIPネイバーか
ら受信するアップデートにルーティングポリシーを適用するには、適切なコンフィギュレーショ

ンモードで route-policyコマンドを使用します。ルーティングポリシーのアップデートへの適用
をディセーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

route-policy name {in| out}

no route-policy name {in| out}

___________________
構文の説明

ルートポリシーの名前。name

ポリシーを着信ルートに適用します。in

ポリシーを発信ルートに適用します。out

___________________
コマンドデフォルト ポリシーは適用されません。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

VRFコンフィギュレーション

インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

着信ルートまたは発信ルートのルーティングポリシーを指定するには、route-policyコマンドを使
用します。ポリシーを使用すると、ルートのフィルタリングやルート属性の変更ができます。

Cisco ASR 9000 シリーズアグリゲーションサービスルータルーティングコマンドリファレンスリリー
ス 4.2.x    

   OL-26053-03-J 51

Cisco ASR 9000 シリーズルータの RIP コマンド
route-policy（RIP）



ルートポリシーがインターフェイスと VRFの両方に設定されている場合、インターフェイス
ルートポリシーが適用されます。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、インターフェイス上で受信したルーティングアップデートをフィルタする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# route-policy updpol-1 in
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send version
バージョン固有のパケットを送信するようにRouting Information Protocol（RIP）インターフェイス
を設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで send versionコマンドを使
用します。デフォルト設定に戻すには、このコマンドの no形式を使用します。

send version {1| 2| 1 2}

no send version {1| 2| 1 2}

___________________
構文の説明

バージョン 1のパケット1

バージョン 2のパケット2

バージョン 1とバージョン 2のパケット1 2

___________________
コマンドデフォルト Version 2

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

send versionコマンドは、RIPのデフォルトの動作を変更するために使用します。このコマンド
は、設定中のインターフェイスだけに適用されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、RIPバージョン 2のパケットだけを送信するようにインターフェイスを設定する例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# send version 2

___________________
関連コマンド

説明コマンド

バージョン固有のパケットを受け付けるように

RIPインターフェイスを設定します。
receive version, （43ページ）
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show protocols（RIP）
Routing Information Protocol（RIP）プロセスコンフィギュレーションに関する情報を表示するに
は、EXECモードで show protocolsコマンドを使用します。

show protocols [ipv4| afi-all] [all| protocol] [default-context| vrf vrf-name] [private]

___________________
構文の説明

（任意）IPv4アドレスファミリを指定します。ipv4

（任意）すべてのアドレスファミリを指定します。afi-all

（任意）指定されたアドレスファミリのすべてのプロトコルを指定しま

す。

all

（任意）ルーティングプロトコルを指定します。

• IPv4アドレスファミリの場合、オプションはeigrp、bgp、isis、ospf、
および ripです。

protocol

（任意）デフォルトコンテキスト情報を表示します。このキーワードは、

eigrpまたは ripプロトコルを指定した場合に使用できます。
default-context

（任意）指定されたプロセスの VPNルーティング/転送（VRF）情報を表
示します。このキーワードは、eigrpまたは ripプロトコルを指定した場
合に使用できます。

vrf vrf-name

（任意）プライベート EIGRPデータを表示します。このキーワードを使
用できるのは、eigrpプロトコルが指定されているときです。

private

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

ルータ上で実行中のプロトコルに関する情報を取得して、どのプロトコルがアクティブであるか

を迅速に判断するには、show protocolsコマンドを使用します。このコマンドを使用すると、実
行中のプロトコルの重要な特性が要約されて表示されます。コマンドの出力は、選択されたプロ

トコルによって異なります。

RIPの場合、コマンド出力には、インスタンス番号、デフォルト ASコンテキスト、ルータ ID、
デフォルトネットワーク、距離、最大パスなどが表示されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りRIP

___________________
例 次に、show protocols ripコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show protocols rip
Routing Protocol RIP
2 VRFs (including default) configured, 2 active
25 routes, 16 paths have been allocated
Current OOM state is "Normal"
UDP socket descriptor is 37
VRF Active If-config If-active Routes Paths Updates
default Active 3 3 11 7 30s

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 2：show protocols のフィールドの説明

説明フィールド

設定されている VRFの数VRFs configured

アクティブな VRFの数VRFs active

割り当てられているルートの数Routes

割り当てられているパスの数Paths

RIPプロセスの現在のメモリ不足状態OOM state

現在の UDPソケット記述子の値UDP socket
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show rip
Routing Information Protocol（RIP）の設定とステータスを表示するには、EXECモードで show rip
コマンドを使用します。

show rip [vrf {vrf| all}]

___________________
構文の説明

（任意）特定の VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスまたは
すべての VRFインスタンスを指定します。

vrf { vrf | all }

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りrip

___________________
例 次に、show ripコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show rip

RIP config:
Active?: Yes
Added to socket?: Yes
Out-of-memory state: Normal
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Version: 2
Default metric: Not set
Maximum paths: 4
Auto summarize?: No
Broadcast for V2?: No
Packet source validation?: Yes
NSF: Disabled
Timers: Update: 30 seconds (25 seconds until next update)

Invalid: 180 seconds
Holddown: 180 seconds
Flush: 240 seconds

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 3：show rip のフィールドの説明

説明フィールド

アクティブ状態設定。Active?

RIPが設定されたインターフェイス上のマルチ
キャストグループ設定。 yesの場合、これらの
インターフェイス上でアップデートが受信され

ます。

Added to socket?

RIPのメモリ不足状態には、Normal、Minor、
Severe、Criticalがあります。

Out-of-memory state

バージョン番号は 2です。Version

デフォルトメトリック値（設定されている場

合）。設定されていない場合、Not setになりま
す。

Default metric

RIPルート単位で許可された最大パスの数。Maximum paths

自動サマライズ状態設定。Auto summarize?

RIPバージョン 2ブロードキャスト設定。Broadcast for V2?

RIPへの受信ルーティングアップデートの送信
元 IPアドレスの検証設定。

Packet source validation?

RIPネットワークタイマー設定。Timers
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show rip database
Routing Information Protocol（RIP）トポロジテーブルのデータベースエントリ情報を表示するに
は、EXECモードで show rip databaseコマンドを使用します。

show rip [vrf {vrf| all}] database [prefix prefix-length| prefix mask]

___________________
構文の説明

（任意）特定の VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスまたはすべての
VRFインスタンスを指定します。

vrf { vrf | all }

（任意）ルーティング情報が表示されるネットワーク IPアドレス。prefix

（任意）prefix-length引数は、IPプレフィックスの長さを指定します。これは、
プレフィックス（アドレスのネットワーク部）を構成するアドレスの上位隣接

ビット数を示す 10進数値です。 10進数値の前にスラッシュ記号を付ける必要
があります。 IPv4アドレスの場合の範囲は 0～ 32です。

prefix-length

（任意）次の 2つの方法のうちいずれかで指定されるネットワークマスク。

• 4分割ドット付き 10進表記のアドレスでネットワークマスクを指定しま
す。たとえば、255.0.0.0の場合、各ビットが1のときに対応するアドレス
ビットがネットワークアドレスであることを示します。

•ネットワークマスクは、スラッシュ（/）と数字で表すことができます。
たとえば、/8は、マスクの最初の 8ビットが 1であり、アドレスの対応す
るビットがネットワークアドレスであることを示します。

prefix-mask

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

サマリーアドレスエントリは、関連する子ルートが要約される場合にだけデータベースに現れま

す。サマリーアドレスの最後の子ルートが無効になると、そのサマリーアドレスもルーティン

グテーブルから削除されます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りrip

___________________
例 次に、show rip databaseコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show rip database

Routes held in RIP's topology database:
10.0.0.0/24

[0] directly connected, GigabitEthernet0/6/0/0
10.0.0.0/8 auto-summary
12.0.0.0/24

[5] distance: 20 redistributed
12.0.0.0/8 auto-summary
50.50.0.0/24

[1] via 10.0.0.20, next-hop 10.0.0.20, Uptime: 1s, GigabitEthernet0/6/0/0
50.50.1.0/24 (inactive)

[1] via 10.0.0.20, next-hop 10.0.0.20, Uptime: 1s, GigabitEthernet0/6/0/0
50.0.0.0/8 auto-summary
90.90.0.0/24

[5] distance: 20 redistributed
90.90.1.0/24

[5] distance: 20 redistributed

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 4：show rip database のフィールドの説明

説明フィールド

RIPで接続されたルートのプレフィックスとプ
レフィックス長。

10.0.0.0/24は GigabitEthernet 0/6/0/0に直接接続
されています。 [0]はメトリックを表します。

10.0.0.0/24

[0] directly connected, GigabitEthernet0/6/0/0

10.0.0.0/8は自動サマリーエントリです。10.0.0.0/8 auto-summary
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説明フィールド

12.0.0.0/24は再配布されるルートです。メト
リックは 5で、距離は 20です。

12.0.0.0/24

[5] distance: 20 redistributed

宛先ルート 50.50.0.0/24が RIPを通じて学習さ
れ、ソース 10.0.0.20がGigabitEthernet 0/6/0/0か
らそれをアドバタイズしました。ルートが最後

に更新されたのは 1秒前です。

50.50.0.0/24

[1] via 10.0.0.20, next-hop 10.0.0.20, Uptime: 1s,
GigabitEthernet0/6/0/0

宛先ルート 50.50.1.0/24はルーティングテーブ
ルでアクティブではありません。

50.50.1.0/24 (inactive)

[1] via 10.0.0.20, next hop 10.0.0.20, Uptime: 1s,
GigabitEthernet0/6/0/0
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show rip interface
Routing Information Protocol（RIP）トポロジテーブルのインターフェイスエントリ情報を表示す
るには、EXECモードで show rip interfaceコマンドを使用します。

show rip [vrf {vrf| all}] interface [type interface-path-id]

___________________
構文の説明

（任意）特定の VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスまたはすべ
ての VRFインスタンスを指定します。

vrf { vrf | all }

（任意）トポロジエントリをクリアするインターフェイスを指定します。interface

インターフェイスタイプ。詳細については、疑問符（?）オンラインヘル
プ機能を使用してください。

type

物理インターフェイスまたは仮想インターフェイス。

ルータに現在設定されているすべてのインターフェイスのリスト

を表示するには、show interfacesコマンドを使用します。
（注）

ルータの構文の詳細については、疑問符（?）オンラインヘルプ機能を使
用してください。

interface-path-id

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

コマンド出力が認証キーチェーンコンフィギュレーション情報

を含むように変更されました。

リリース 4.0.0

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。
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___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りrip

___________________
例 次に、show rip interfaceコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show rip interface

GigabitEthernet0_6_0_0
Rip enabled?: Yes
Out-of-memory state: Normal
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
Interface state: Up
IP address: 10.0.0.12/24
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Joined multicast group?: Yes

GigabitEthernet0_6_0_2
Out-of-memory state: Normal
Rip enabled?: Yes
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
Interface state: Up
IP address: 12.0.0.12/24
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Joined multicast group?: Yes

RIP peers attached to this interface:
12.0.0.13

uptime: 3 version: 2
packets discarded: 0 routes discarded: 402

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 5：show rip interface のフィールドの説明

説明フィールド

RIPルーティングプロトコルがインターフェイ
スでイネーブルかどうかを示します。

Rip enabled?

インターフェイス上の現在のメモリ不足状態を

示します。

Out-of-memory state
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説明フィールド

インターフェイス上で RIPバージョン 2出力パ
ケットをブロードキャストアドレスに送信する

かどうかを示します。

Broadcast for V2

このインターフェイスが、メトリックにゼロ

（0）が設定されたRIPアップデートからのルー
ティングエントリを受け付けるかどうかを示し

ます。

Accept Metric 0?

このインターフェイス上でパケットを送出する

ためにRIPが使用するバージョンを示します。
Send versions:

このインターフェイス上でRIPが受け付けるパ
ケットのバージョンを示します。

Receive versions:

インターフェイスがアップ状態かダウン状態か

を示します。

Interface state:

インターフェイスの IPアドレス。IP address:

メトリックコスト値を示します。Metric Cost:

スプリットホライズンがこのインターフェイス

でイネーブルかどうかを示します。

Split horizon:

ポイズンリバースがこのインターフェイスでイ

ネーブルかどうかを示します。

Poison Reverse:

インターフェイスがRIPマルチキャストグルー
プ224.0.0.9に属しているかどうかを示します。

Joined multicast group?:

このインターフェイス上のRIPネイバーの一覧
です。

RIP peers attached to this interface

12.0.0.13

このネイバーがアップ状態になっている時間の

長さを示します。

uptime: 3

このネイバーから受信するパケットのバージョ

ンを示します。

version: 2

このネイバーから受信したパケットのうち、破

棄されたパケットの数を示します。

packets discarded: 0
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説明フィールド

このネイバーから受信したルートのうち、破棄

されたルートの数を示します。

routes discarded: 402

デフォルト VRF での RIP インターフェイスの認証キーチェーン設定

次に示す show rip interface interface-path-idコマンドの出力例には、デフォルト VRFでの RIPイ
ンターフェイスの認証キーチェーン設定が表示されています。

MD5暗号化アルゴリズムを使用する既存のキーチェーンがRIPインターフェイス上で設定されて
いる場合：

GigabitEthernet0/3/0/3 (Forward Reference)
Rip enabled?: No
Out-of-memory state: Normal
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
Interface state: Unknown State
IP address: 0.0.0.0/0
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Socket set options:
Joined multicast group?: No
LPTS filter set?: No
Authentication mode: MD5 Key chain: <key-chain-name>
Current active send key id: <send key id>
Current active receive key id: <recv key id>
Packets received: <num-rx-packets>
Authenticated packets received: <num-auth-rx-packets>
Packets dropped due to wrong keychain config: <num-rx-wrong-auth-cfg-pkts>
Packets received without authentication data: <num-rx-auth-missing-pkt>
Packets received with invalid authentication: <num-rx-invalid-auth-pkt>

RIPインターフェイス上で設定されたキーチェーンが存在しないか、アクティブキーがない場合：

GigabitEthernet0/3/0/3 (Forward Reference)
Rip enabled?: No
Out-of-memory state: Normal
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
Interface state: Unknown State
IP address: 0.0.0.0/0
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Socket set options:
Joined multicast group?: No
LPTS filter set?: No

Authentication mode: MD5 Key chain: <key-chain-name>
No active key found in keychain database.
Packets received: <num-rx-packets>
Authenticated packets received: <num-auth-rx-packets>
Packets dropped due to wrong keychain config: <num-rx-wrong-auth-cfg-pkts>
Packets received without authentication data: <num-rx-auth-missing-pkt>
Packets received with invalid authentication: <num-rx-invalid-auth-pkt>
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RIPインターフェイス上で設定されているキーチェーンにアクティブキーがあるが、MD5暗号化
アルゴリズムを使用するように設定されていない場合：

GigabitEthernet0/3/0/3 (Forward Reference)
Rip enabled?: No
Out-of-memory state: Normal
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
Interface state: Unknown State
IP address: 0.0.0.0/0
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Socket set options:
Joined multicast group?: No
LPTS filter set?: No

Authentication mode: MD5 Key chain: <key-chain-name>
Key(s) not configured with MD5 cryptographic algorithm.
Packets received: <num-rx-packets>
Authenticated packets received: <num-auth-rx-packets>
Packets dropped due to wrong keychain config: <num-rx-wrong-auth-cfg-pkts>
Packets received without authentication data: <num-rx-auth-missing-pkt>
Packets received with invalid authentication: <num-rx-invalid-auth-pkt>

RIPインターフェイス上で認証キーチェーンが設定されていない場合：

GigabitEthernet0/3/0/3 (Forward Reference)
Rip enabled?: No
Out-of-memory state: Normal
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
Interface state: Unknown State
IP address: 0.0.0.0/0
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Socket set options:
Joined multicast group?: No
LPTS filter set?: No

Authentication mode is not set.
Packets received: <num-rx-packets>

デフォルト以外の VRF での RIP インターフェイスの認証キーチェーン設定

次に示す show rip vrf vrf-name interface interface-path-idコマンドの出力例には、デフォルト以外の
VRFでの RIPインターフェイスの認証キーチェーン設定が表示されています。

MD5暗号化アルゴリズムを使用する既存のキーチェーンがRIPインターフェイス上で設定されて
いる場合：

GigabitEthernet0/3/0/3 (Forward Reference)
Rip enabled?: No
Out-of-memory state: Normal
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
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Interface state: Unknown State
IP address: 0.0.0.0/0
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Socket set options:
Joined multicast group?: No
LPTS filter set?: No

Authentication mode: MD5 Key chain: <key-chain-name>
Packets received: <num-rx-packets>
Authenticated packets received: <num-auth-rx-packets>
Packets dropped due to wrong keychain config: <num-rx-wrong-auth-cfg-pkts>
Packets received without authentication data: <num-rx-auth-missing-pkt>
Packets received with invalid authentication: <num-rx-invalid-auth-pkt>

RIPインターフェイス上で設定されたキーチェーンが存在しないか、アクティブキーがない場合：

GigabitEthernet0/3/0/3 (Forward Reference)
Rip enabled?: No
Out-of-memory state: Normal
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
Interface state: Unknown State
IP address: 0.0.0.0/0
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Socket set options:
Joined multicast group?: No
LPTS filter set?: No

Authentication mode: MD5 Key chain: <key-chain-name>
No active key found in keychain database.
Packets received: <num-rx-packets>
Authenticated packets received: <num-auth-rx-packets>
Packets dropped due to wrong keychain config: <num-rx-wrong-auth-cfg-pkts>
Packets received without authentication data: <num-rx-auth-missing-pkt>
Packets received with invalid authentication: <num-rx-invalid-auth-pkt>

RIPインターフェイス上で設定されているキーチェーンにアクティブキーがあるが、MD5暗号化
アルゴリズムを使用するように設定されていない場合：

GigabitEthernet0/3/0/3 (Forward Reference)
Rip enabled?: No
Out-of-memory state: Normal
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
Interface state: Unknown State
IP address: 0.0.0.0/0
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Socket set options:
Joined multicast group?: No
LPTS filter set?: No

Authentication mode: MD5 Key chain: <key-chain-name>
Key(s) not configured with MD5 cryptographic algorithm.
Packets received: <num-rx-packets>
Authenticated packets received: <num-auth-rx-packets>
Packets dropped due to wrong keychain config: <num-rx-wrong-auth-cfg-pkts>
Packets received without authentication data: <num-rx-auth-missing-pkt>
Packets received with invalid authentication: <num-rx-invalid-auth-pkt>
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RIPインターフェイス上で認証キーチェーンが設定されていない場合：

GigabitEthernet0/3/0/3 (Forward Reference)
Rip enabled?: No
Out-of-memory state: Normal
Broadcast for V2: No
Accept Metric 0?: No
Send versions: 2
Receive versions: 2
Interface state: Unknown State
IP address: 0.0.0.0/0
Metric Cost: 0
Split horizon: Enabled
Poison Reverse: Disabled
Socket set options:
Joined multicast group?: No
LPTS filter set?: No

Authentication mode is not set.
Packets received: <num-rx-packets>

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 6：show rip [vrf <vrf-name>] interface のフィールドの説明

MD5認証モードはイネーブルです。Authentication mode: MD5 Key chain

アクティブ送信キー ID。Current active send key id

アクティブ受信キー ID。Current active receive key id

インターフェイスの受信パケット数。Packets received

認証が有効な状態で受信されたパケットの数。Authenticated packets received

誤ったキーチェーン設定が原因でドロップされ

たパケットの数。

Packets dropped due to wrong keychain config

認証データなしで受信されたパケットの数。Packets received without authentication data

認証が無効な状態で受信されたパケットの数。Packets received with invalid authentication

IOSXRキーチェーンデータベース内にアクティ
ブキーがありません。

No active key found in keychain database

キーはMD5暗号化アルゴリズムを使用するよ
うに設定されていません。

Key(s) not configured with MD5 cryptographic
algorithm

認証モードは設定されていません。Authentication mode is not set
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show rip statistics
Routing Information Protocol（RIP）トポロジテーブルの統計エントリ情報を表示するには、EXEC
モードで show rip statisticsコマンドを使用します。

show rip [vrf {vrf| all}] statistics

___________________
構文の説明

（任意）特定の VPNルーティング/転送（VRF）インスタンスまたは
すべての VRFインスタンスを指定します。

vrf { vrf | all }

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード EXEC

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取りrip

___________________
例 次に、show rip statisticsコマンドの出力例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router# show rip statistics

RIP statistics:
Total messages sent: 5597
Message send failures: 0
Regular updates sent: 5566
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Queries responsed to: 0
RIB updates: 6
Total packets received: 5743
Discarded packets: 0
Discarded routes: 0
Number of routes allocated: 18
Number of paths allocated: 14

Route malloc failures: 0
Path malloc failures: 0

次の表に、この出力で表示される重要なフィールドの説明を示します。

表 7：show rip statistics フィールドの説明

説明フィールド

送信された RIPパケットの数。Total messages sent

パケット送信処理に失敗した回数。Message send failures

RIPクエリーに対する応答としてRIPアップデー
トが送信された回数。

Queries responsed to

RIBに送信されたルート追加/削除メッセージの
数。

RIB updates

受信した RIPパケットの数。Total packets received

受信したRIPパケットのうち、破棄された数。Discarded packets

受信したRIPアップデートパケットのうち、破
棄されたルートの数。

Discarded routes

RIP内部トポロジデータベース用に割り当てら
れたルートの数。

Number of routes allocated

RIP内部トポロジデータベース用に割り当てら
れたパスの数。

Number of paths allocated

ルート割り当て中の失敗の数。Route malloc failures

ルート割り当て中の失敗の数。Path malloc failures

割り当てられたルートの数のフィールドに表示される値は、RIPデータベースに存在するルー
トの数と同じとは限りません。

（注）
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site-of-origin（RIP）
Routing Information Protocol（RIP）インターフェイスに対して Site of Origin（SoO）フィルタリン
グを設定するには、インターフェイスコンフィギュレーションモードで site-of-originコマンドを
使用します。インターフェイス上でSoOフィルタリングをディセーブルにするには、このコマン
ドの no形式を使用します。

site-of-origin {as-number : number| ip-address : number}

no site-of-origin {as-number : number| ip-address : number}

___________________
構文の説明 Autonomous System（AS;自律システム）番号。

• 2バイトの自律システム番号（ASN）の範囲は 1～ 65535です。

• asplain形式の4バイトの自律システム番号（ASN）の範囲は1～4294967295
です。

• asdot形式の 4バイトの自律システム番号（ASN）の範囲は 1.0～
65535.65535です。

自律システム番号とネットワーク番号はコロンで区切ります。

as-number:

ネットワーク番号。2バイトのAS番号を使用する場合、範囲は0～4294967295
です。 4バイトの AS番号を使用する場合、範囲は 0～ 65535です。

number

IPアドレス引数には、ドット付き 10進数表記の、4つの部分からなる IPアド
レスを指定します。

IPアドレスとネットワーク番号はコロンで区切ります。

ip-address

___________________
コマンドデフォルト デフォルトの動作または値はありません。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

4バイトの自律システム番号表記の asplain形式がサポート
されました。

リリース 3.9.0
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___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

バックドアリンクを使用したサイト間のMPLSVPNリンクを含む複雑なトポロジをサポートする
必要がある場合、RIPプロセスは、ボーダーゲートウェイプロトコル（BGP）から再配布される
ルートに対する SoO属性を取得できる必要があります。

プレフィックスが再び送信元サイトにアドバタイズされないように、サイトから発信されたルー

トの識別に使用する SoO BGP拡張コミュニティ属性を設定するには、site-of-originコマンドを使
用します。SoO拡張コミュニティは、プロバイダーエッジ（PE）ルータがルートを学習したサイ
トを一意に識別します。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、RIPインターフェイス上で SoOフィルタリングを設定する例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip) interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# site-of-origin 10.0.0.1:20
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split-horizon disable（RIP）
Routing Information Protocol（RIP）プロセスのスプリットホライズンをディセーブルにするには、
インターフェイスコンフィギュレーションモードで split-horizondisableコマンドを使用します。
スプリットホライズンをイネーブルにするには、このコマンドの no形式を使用します。

split-horizon disable

no split-horizon disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト RIPプロセスでスプリットホライズンはイネーブルになっています。

___________________
コマンドモード インターフェイスコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

設定の中で split-horizon disableコマンドを明示的に指定できます。

スプリットホライズンがディセーブルの場合、ポイズンリバースの設定は無視されます。

一般に、アプリケーションで正しくルートをアドバタイズするために必要であることが確実で

ない限り、スプリットホライズンのデフォルトの状態を変更しないことをお勧めします。

（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、Packet-over-SONET/SDHリンク上でスプリットホライズンをディセーブルにする例を示し

ます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# interface GigabitEthernet 0/1/0/0
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-if)# split-horizon disable

___________________
関連コマンド

説明コマンド

RIPルータアップデートのポイズンリバース処
理をイネーブルにします。

poison-reverse, （41ページ）
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timers basic
Routing Information Protocol（RIP）ネットワークタイマーを調整するには、ルータコンフィギュ
レーションモードで timers basicコマンドを使用します。タイマーをデフォルト値に戻すには、
このコマンドの no形式を使用します。

timers basic update invalid holddown flush

no timers basic

___________________
構文の説明

アップデートを送信する頻度を秒単位で指定します。これは、ルーティングプロト

コルの基本的なタイミングパラメータです。範囲は 5～ 50000です。
update

ルートが無効であると宣言するまでの期間（秒単位）です。update引数の値の 3倍
以上であることが必要です。ルートをリフレッシュするアップデートがない場合、

ルートは無効になります。その場合、ルートはホールドダウン状態になります。そ

のルートはアクセス不可と見なされ、到達不能としてアドバタイズされます。範囲

は 15～ 200000です。

invalid

より良いパスに関するルーティング情報を抑止する期間（秒単位）です。 update引
数の値の 3倍以上であることが必要です。ルートが到達不能であることを示すアッ
プデートパケットを受信すると、そのルートはホールドダウン状態になります。そ

のルートはアクセス不可と見なされ、到達不能としてアドバタイズされます。ホー

ルドダウンの期限が切れると、他のソースによってアドバタイズされたルートが受

け付けられ、ルートがアクセス可能になります。範囲は 15～ 200000です。

holddown

ルートをルーティングテーブルから削除する前に待つ時間の長さを秒単位で指定し

ます。指定する長さは、invalid引数の値よりも大きいことが必要です。 invalidタイ
マー値よりも小さい場合は、ホールドダウン期間に基づく処理が適切に行われず、

ホールド期間終了前に新しいルートが受け付けられることになります。範囲は 16
～ 250000です。

flush

___________________
コマンドデフォルト update：30

invalid：180

holddown：180

flush：240

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション
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___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

RIPの基本的なタイミングパラメータは調整可能です。 RIPは、分散型の非同期ルーティングア
ルゴリズムを実行するため、これらのタイマーはネットワーク内のすべてのルータで同じである

必要があります。

現在およびデフォルトのタイマー値を表示するには、show ripコマンドを使用します。（注）

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip

___________________
例 次に、5秒ごとにアップデートをブロードキャストするよう設定する例を示します。ルートを 15

秒間受信しないと、そのルートは使用不能と宣言されます。以降の情報はさらに 15秒間抑止さ
れます。フラッシュ期間の終了時に、ルーティングテーブルからルートがフラッシュされます。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip) timers basic 5 15 15 30

___________________
関連コマンド

説明コマンド

RIPの設定とステータスを表示します。show rip, （58ページ）
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validate-update-source disable
Routing Information Protocol（RIP）の受信ルーティングアップデートの送信元 IPアドレスを検証
する Cisco IOS XRソフトウェアの機能を停止するには、ルータコンフィギュレーションモード
で validate-update-source disableコマンドを使用します。この機能を再度イネーブルにするには、
このコマンドの no形式を使用します。

validate-update-source disable

no validate-update-source disable

___________________
構文の説明 このコマンドには、引数またはキーワードはありません。

___________________
コマンドデフォルト RIPの受信アップデートの送信元 IPアドレスは常に検証されます。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

validate-update-source disableコマンドを使用すると、検証は行われません。

デフォルトでは、受信ルーティングアップデートの送信元 IPアドレスが、受信インターフェイス
に対して定義されたアドレスのいずれかと同じ IPネットワーク上にあることが確認されます。

unnumbered IPインターフェイス（IP unnumberedとして設定されたインターフェイス）では、
チェックは行われません。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次に、送信元検証をディセーブルにする例を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip) validate-update-source disable
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vrf（RIP）
VPNルーティングおよび転送（VRF）インスタンスを定義してVRFコンフィギュレーションモー
ドを開始するには、ルータコンフィギュレーションモードで vrfコマンドを使用します。 VRF
インスタンスを削除するには、このコマンドの no形式を使用します。

vrf vrf-name

no vrf vrf-name

___________________
構文の説明

特定の VPNルーティング/転送インスタンスを指定します。vrf-name

___________________
コマンドデフォルト VRFは定義されていません。

___________________
コマンドモード ルータコンフィギュレーション

___________________
コマンド履歴 変更箇所リリース

このコマンドが追加されました。リリース 3.7.2

___________________
使用上のガイドライン このコマンドを使用するには、適切なタスク IDを含むタスクグループに関連付けられているユー

ザグループに属している必要があります。ユーザグループの割り当てが原因でコマンドを使用

できない場合は、AAA管理者に連絡してください。

VRFインスタンスを設定するには、vrfコマンドを使用します。 VRFインスタンスは、プロバイ
ダーエッジ（PE）ルータで保持される VPNルーティング/転送テーブルを収集したものです。

VRFコンフィギュレーションモードでは、auto-summaryコマンドなど、ルータコンフィギュ
レーションモードで使用できるすべてのコマンドを実行できます。

___________________
タスク ID 操作タスク ID

読み取り、書き込みrip
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___________________
例 次の例では、VRFコンフィギュレーションモードを開始し、そのモードで実行できるRIPコマン

ドの一覧を表示する方法を示します。

RP/0/RSP0/CPU0:router(config)# router rip
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip)# vrf vpn-1
RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf)# ?

auto-summary Enable automatic network number summarization
broadcast-for-v2 Send RIP v2 output packets to broadcast address
commit Commit the configuration changes to running
default-information Control distribution of default information
default-metric Set metric of redistributed routes
describe Describe a command without taking real actions
distance Define an administrative distance
do Run an exec command
exit Exit from this submode
interface Enter the RIP interface configuration submode
maximum-paths Maximum number of paths allowed per route
neighbor Specify a neighbor router
no Negate a command or set its defaults
nsf Enable Cisco Non Stop Forwarding
output-delay Interpacket delay for RIP updates
redistribute Redistribute information from another routing protocol
route-policy Apply route policy to routing updates
show Show contents of configuration
timers Adjust routing timers
validate-update-source Validate source address of routing updates

RP/0/RSP0/CPU0:router(config-rip-vrf)#
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