
ルーティング情報プロトコル

RIPは、小規模から中規模の TCP/IPネットワークで一般的に使用されるルーティングプロト
コルです。Routing Information Protocol（RIP）はディスタンスベクターアルゴリズムを使用し
てルートを計算する安定したプロトコルです。

この章では、RIPの設定方法について説明します。
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RIPの前提条件
RIPを設定する前に、iproutingコマンドを設定する必要があります。

RIPの制約事項
ルーティング情報プロトコル（RIP）は、異なるルートの値を評価するためのメトリックとし
てホップカウントを使用します。ホップカウントは、ルート内で経由されるデバイス数です。

直接接続しているネットワークのメトリックはゼロです。到達不能のネットワークのメトリッ

クは 16です。このようにメトリックの範囲は狭いため、RIPは大規模なネットワークには適
しません。
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Routing Information Protocolについて

RIPの概要
Routing Information Protocol（RIP）バージョン 1はブロードキャストUDPデータパケットを使
用し、RIPv2はマルチキャストパケットを使用してルーティング情報を交換します。シスコ
ソフトウェアからは、ルーティング情報の更新が 30秒ごとに送信されます。この処理はアド
バタイジングと呼ばれます。デバイスがもう 1つのデバイスから更新を 180秒以上受信しない
場合は、受信デバイスにより、更新されないデバイスによって処理されるルートが使用不能と

マークされます。240秒経過しても更新がない場合、その更新されないデバイスのルーティン
グテーブルエントリはすべて削除されます。

RIPを実行しているデバイスは、RIPを実行しているもう 1つのデバイスからの更新によって
デフォルトネットワークを受信できます。また、デバイスは RIPを使用してデフォルトネッ
トワークを作成できます。いずれの場合でも、デフォルトネットワークは RIPを介して他の
RIPネイバーにアドバタイズされます。

RIPバージョン 2（RIPv2）のシスコの実装では、プレーンテキスト認証、Message Digest
Algorithm 5（MD5）認証、ルート集約、クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）、およ
び可変長サブネットマスク（VLSM）をサポートしています。

RIPのルーティングアップデート
ルーティング情報プロトコル（RIP）は、ルーティングアップデートメッセージを定期的に、
またネットワークトポロジが変更されたときに送信します。エントリに対する変更を含むRIP
のルーティングアップデートをデバイスが受信すると、デバイスのルーティングテーブルは

新しいルートを反映するために更新されます。パスのメトリック値は1ずつ大きくなり、送信
者はネクストホップとして示されます。RIPデバイスは、宛先に対する最適なルート（メト
リック値が最も小さいルート）だけを保持します。デバイスはルーティングテーブルの更新が

終わり次第、RIPルーティングアップデートの送信を開始して、他のネットワークデバイス
に変更を通知します。これらのアップデートは、RIPデバイスが送信する定期的にスケジュー
ルされたアップデートとは独立して送信されます。

RIPでの認証
Routing Information Protocol（RIP）バージョン 2（RIPv2）のシスコの実装では、認証、キー管
理、ルート集約、クラスレスドメイン間ルーティング（CIDR）、および可変長サブネットマ
スク（VLSM）をサポートしています。

デフォルトでは、ソフトウェアは RIPバージョン 1（RIPv1）および RIPv2パケットを受信し
ますが、送信するのは RIPv1パケットのみです。RIPv1パケットのみを送受信するようにソフ
トウェアを設定できます。または、RIPv2パケットのみを送受信するようにソフトウェアを設
定できます。デフォルトの動作を上書きするには、インターフェイスから送信する RIPバー
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ジョンを設定します。同様に、インターフェイスから受信したパケットを処理する方法も制御

できます。

RIPv1では認証はサポートされていません。RIP v2パケットを送受信する場合は、インター
フェイスで RIP認証をイネーブルにできます。

キーチェーンによって、そのインターフェイスで使用できるキーセットが決まります。キー

チェーンが設定されていない場合、デフォルトの認証を含め、認証はそのインターフェイスで

実行されません。

シスコでは、RIPがイネーブルにされるインターフェイスでの 2モードの認証（プレーンテキ
スト認証とMessage Digest Algorithm 5（MD5）認証）をサポートしています。各 RIPv2パケッ
トのデフォルト認証は、プレーンテキスト認証です。

セキュリティ上の目的から、RIPパケットにはプレーンテキスト認証を使用しないでくださ
い。プレーンテキスト認証では、各 RIPv2パケットで暗号化されていない認証キーが送信さ
れます。プレーンテキスト認証を使用するのは、セキュリティが問題にならない場合です。た

とえば、誤って設定したホストがルーティングに参加しないようにする場合などです。

（注）

RIPのルーティングメトリック
ルーティング情報プロトコル（RIP）は、1つのルーティングメトリックを使用して発信元と
宛先ネットワークとの距離を測定します。発信元から宛先までのパスの各ホップにはホップカ

ウント値（通常は 1）が割り当てられます。デバイスが、新しいまたは変更された宛先ネット
ワークエントリが含まれるルーティングアップデートを受け取ると、アップデートで示され

たメトリック値に1を加算し、そのネットワークをルーティングテーブルに入れます。送信者
の IPアドレスがネクストホップとして使用されます。ルーティングテーブルにインターフェ
イスネットワークが指定されていない場合、どの RIP更新でもアドバタイズされません。

RIPバージョン
ルーティング情報プロトコル（RIP）のオリジナルのバージョンは、RIPバージョン1（RIPv1）
です。RFC 1058で定義されている RIPの仕様は、クラスフルルーティングを使用します。定
期的なルーティング更新は、可変長サブネットマスク（VLSM）をサポートしていません。こ
れは、定期的なルーティング更新にサブネット情報が含まれていないためです。ネットワーク

クラス内のすべてのサブネットは同じサイズにする必要があります。RFC 1058で定義されて
いるように、RIPはVLSMをサポートしていないため、サイズが異なるサブネットを同じネッ
トワーククラスに含めることはできません。この制限により、RIPは攻撃に脆弱です。

元の RIP使用の不備を修正するため、RFC 2453に記載のとおり、RIPバージョン 2（RIPv2）
が開発されました。RIPv2はサブネット情報を伝達できます。したがって、クラスレスドメイ
ン間ルーティング（CIDR）をサポートします。
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ルーティング情報の交換

通常、Routing Information Protocol（RIP）はブロードキャストプロトコルです。そのため、RIP
ルーティングアップデートが非ブロードキャストネットワークに到達するには、このルーティ

ング情報の交換を許可するようにシスコソフトウェアを設定する必要があります。

ルーティングアップデートを交換するインターフェイスセットを制御するには、passive-interface
ルータコンフィギュレーションコマンドを設定して、指定したインターフェイスでルーティ

ングアップデートの送信をディセーブルにします。

オフセットリストを使用して、RIPを介して学習されるルートに対する着信および送信のメト
リックを増やすことができます。オプションとして、アクセスリスト、またはインターフェイ

スのいずれかを使用して、オフセットリストを制限することができます。

ルーティングプロトコルでは、ルーティングアップデートの頻度、ルートが無効になるまで

の時間、および他のパラメータなどの変数を決めるいくつかのタイマーを使用します。これら

のタイマーを調整すると、インターネットワークのニーズに適合するように、ルーティングプ

ロトコルのパフォーマンスを調整できます。次のようにタイマーを調整できます。

•ルーティングアップデートを送信する頻度（アップデートの秒単位の間隔）

•ルートが無効と宣言された後の間隔（秒単位）

•より適切なパスに関するルーティング情報が抑制されている間隔（秒単位）

•ルーティングテーブルからルートが削除される前に経過する必要がある時間（秒単位）

•ルーティングアップデートが延期される合計時間

シスコソフトウェアの IPルーティングのサポートを調整して、多様な IPルーティングアル
ゴリズムのコンバージェンスを高速化できます。結果として、冗長デバイスへのフォールバッ

クが迅速になります。総体的な効果として、迅速なリカバリが重要な状況で、ネットワークの

エンドユーザの作業が中断する問題が最小限に抑えられます。

さらに、アドレスファミリには、そのアドレスファミリ（またはVirtualRouting andForwarding
（VRF））に明示的に適用されるタイマーを持たせることもできます。1つのアドレスファミ
リに対して timers-basicコマンドを指定する必要があります。そうしないと、RIPルーティン
グに設定されているタイマーに関係なく、timers-basicコマンドのシステムデフォルトが使用
されます。VRFは基本の RIP設定のタイマー値を継承しません。timers-basicコマンドを使用
してタイマーを明示的に変更していない場合、VRFは常にシステムデフォルトタイマーを使
用します。

近接ルータ認証

ネイバールータ認証を設定すると、ルータが不正なルート更新情報を受け取るのを防ぐことが

できます。設定すると、ネイバールータ間でルーティングアップデートが交換されるたびに、

ネイバー認証が発生します。この認証により、信頼できるソースから信頼できるルーティング

情報をルータが受け取ることができるようになります。
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ネイバー認証を使用しない場合は、不正または悪意があるルーティング更新情報によってネッ

トワークトラフィックのセキュリティが侵害されることがあります。セキュリティの侵害は、

悪意を持ったパーティがトラフィックを迂回または分析する場合に発生することがあります。

たとえば、許可されていないルータは偽のルーティング更新情報を送信して他のルータを騙

し、そのルータにトラフィックを正しくない送信先に送信させることができます。迂回された

トラフィックを分析して、組織に関する機密情報を得たり、単にそのトラフィックを使用して

組織のネットワークの通信能力を破壊したりできます。ネイバー認証によって、このような不

正なルーティングアップデートの受信を回避できます。

ネイバー認証をルータで設定すると、ルータは受信する各ルーティングアップデートパケッ

トの送信元を認証します。この処理は、送信側と受信側のルータの両方が知っている認証キー

（パスワードと呼ばれることもあります）の交換で達成されます。

使用されるネイバー認証には、プレーンテキスト認証とMessage Digest Algorithm Version 5
（MD5）の 2種類があります。いずれの形式も同様の機能ですが、MD5は認証キー自体では
なく「メッセージダイジェスト」を送信するという例外があります。メッセージダイジェス

トはキーとメッセージを使用して作成されますが、キー自体は送信されないため、送信中の

キーの読み取りを回避できます。プレーンテキスト認証はネットワークで認証キー自体を送信

します。

セキュリティ戦略の一部として使用する場合、プレーンテキスト認証は推奨されません。プ

レーンテキスト認証の主な用途は、ルーティングインフラストラクチャを誤って変更する処

理を回避する場合です。一方、MD5認証は、推奨されるセキュリティ方法です。

（注）

プレーンテキスト認証では、参加している各ネイバールータが認証キーを共有する必要があ

ります。このキーは、設定中に各ルータで指定されます。一部のプロトコルでは、複数のキー

を指定できます。そのため、各キーはキー番号で識別する必要があります。

一般的に、ルーティングアップデートが送信されると、次の認証シーケンスが発生します。

1. ルータは、キーおよび対応するキー番号とともにルーティング更新情報を近接ルータに送
信します。1つのキーしか使用できないプロトコルでは、キー番号は常にゼロになります。
受信側（近接）ルータは、そのルータのメモリに格納された同じキーと受け取ったキーを

照合します。

2. 2つのキーが一致すると、受信側ルータはルーティング更新パケットを受け取ります。2
つのキーが一致しない場合、ルーティングアップデートパケットは拒否されます。

MD5認証はプレーンテキスト認証のように動作しますが、キーはネットワークに送信されま
せん。代わりに、ルータはMD5アルゴリズムを使用してキーの「メッセージダイジェスト」
（「ハッシュ」とも呼ばれる）を生成します。メッセージダイジェストは、キー自体の代わり

に送信されます。このため、誰もネットワークで傍受したり、伝送中にキーを入手したりする

ことはできません。

ネイバールータ認証のもう 1つの形式は、キーチェーンを使用してキー管理を設定する方法
です。キーチェーンを設定する場合は、一連のキーにライフタイムを指定します。Cisco IOS
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ソフトウェアはこれらの各キーを順番に使用します。これにより、キーが危険にさらされる可

能性が軽減されます。

Routing Information Protocolの設定方法

RIPの有効化と RIPパラメータの設定

手順の概要

1. enable
2. configure terminal
3. routerrip
4. network ip-address
5. neighbor ip-address
6. auto-summary
7. offset-list [access-list-number | access-list-name] {in |out} offset [interface-type interface-number]
8. timers basic update invalid holddown flush [sleeptime]
9. maximum-paths maximum
10. distance admin-distance [prefix prefix-length | prefix-mask ]
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configure terminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

RIPルーティングプロセスをイネーブルにして、
ルータコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

routerrip

例：

Device(config)# router rip

ステップ 3

ネットワークを RIPルーティングプロセスと関連
付けます。

network ip-address

例：

ステップ 4

Device(config-router)# network 10.1.1.0
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目的コマンドまたはアクション

ルーティング情報を交換するネイバーデバイスを

定義します。

neighbor ip-address

例：

ステップ 5

Device(config-router)# neighbor 10.1.1.2

サブネットルートをネットワークレベルルートに

自動集約するデフォルトの動作を復元します。

auto-summary

例：

ステップ 6

Device(config-router)# auto-summary

（任意）ルーティングメトリックにオフセットリ

ストを適用します。

offset-list [access-list-number | access-list-name] {in
|out} offset [interface-type interface-number]

例：

ステップ 7

Device(config-router)# offset-list 98 in 1
Ethernet 1/0

（任意）ルーティングプロトコルタイマーを調整

します。

timers basic update invalid holddown flush [sleeptime]

例：

ステップ 8

Device(config-router)# timers basic 1 2 3 4

RIPがルーティングテーブルにインストールする
等コストパラレルルートの最大数を設定します。

maximum-paths maximum

例：

ステップ 9

Device(config-router)# maximum-paths 16

RIPプロトコルにより発見されたルートに割り当て
られるアドミニストレーティブディスタンスを定

義します。

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

例：

ステップ 10

Device(config-router)# distance 85
192.168.10.0/24

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 11

Device(config-router)# end

RIPバージョンの指定と認証の有効化

手順の概要

1. enable
2. configureterminal
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3. routerrip
4. version {1 |2}
5. exit
6. interface type number
7. ipripsend version[1][2]
8. iprip receiveversion[1][2]
9. ipripauthenticationkey-chain name-of-chain
10. ipripauthenticationmode {text | md5}
11. end

手順の詳細

目的コマンドまたはアクション

特権 EXECモードをイネーブルにします。enable

例：

ステップ 1

•パスワードを入力します（要求された場合）。

Device> enable

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

configureterminal

例：

ステップ 2

Device# configure terminal

ルータコンフィギュレーションモードを開始しま

す。

routerrip

例：

ステップ 3

Device(config)# router rip

シスコソフトウェアが RIPバージョン 2（RIPv2）
パケットだけを送信するようにします。

version {1 |2}

例：

ステップ 4

Device(config-router)# version 2

ルータコンフィギュレーションモードを終了して、

グローバルコンフィギュレーションモードを開始

します。

exit

例：

Device(config-router)# exit

ステップ 5

インターフェイスを指定し、インターフェイスコ

ンフィギュレーションモードを開始します。

interface type number

例：

ステップ 6

Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0

インターフェイスが RIPv2パケットだけを送信す
るように設定します。

ipripsend version[1][2]

例：

ステップ 7

Device(config-if)# ip rip send version 2
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目的コマンドまたはアクション

インターフェイスが RIPv2パケットだけを受け入
れるように設定します。

iprip receiveversion[1][2]

例：

ステップ 8

Device(config-if)# ip rip receive version 2

RIP認証をイネーブルにします。ipripauthenticationkey-chain name-of-chain

例：

ステップ 9

Device(config-if)# ip rip authentication
key-chain chainname

インターフェイスがMessage Digest Algorithm 5
（MD5）認証を使用するように設定します（設定

ipripauthenticationmode {text | md5}

例：

ステップ 10

しないと、デフォルトでプレーンテキスト認証が使

用されます）。Device(config-if)# ip rip authentication mode
md5

インターフェイスコンフィギュレーションモード

を終了し、特権 EXECモードに戻ります。
end

例：

ステップ 11

Device(config-if)# end

Routing Information Protocolの設定例

例：RIPの有効化と RIPパラメータの設定

Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# router rip
Device(config-router)# network 10.1.1.0
Device(config-router)# neighbor 10.1.1.2
Device(config-router)# auto-summary
Device(config-router)# offset-list 98 in 1 GigabitEthernet 1/0
Device(config-router)# timers basic 1 2 3 4
Device(config-router)# maximum-paths 16
Device(config-router)# distance 85 192.168.10.0/24
Device(config-router)# end

例：RIPバージョンの指定と認証の有効化
Device> enable
Device# configure terminal
Device(config)# router rip
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Device(config-router)# version 2
Device(config-router)# exit
Device(config)# interface GigabitEthernet 0/0
Device(config-if)# ip rip send version 2
Device(config-if)# ip rip receive version 2
Device(config-if)# ip rip authentication key-chain chainname
Device(config-if)# ip rip authentication mode md5
Device(config-if)# end

RIPに関するその他の関連資料

関連資料

マニュアルタイトル関連項目

『Cisco IOSMaster Command List, All Releases』Cisco IOSコマンド

『Cisco IOS IP Routing: RIP Command
Reference』

IPルーティング：RIPコマンド

標準および RFC

Title標

準/RFC

ルーティング情報プロトコ

ル

RFC
1058

『RIP Version 2』RFC
2453

シスコのテクニカルサポート

Link説明

http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html★枠で囲まれたTechnical Assistanceの場合★右

のURLにアクセスして、シスコのテクニカル
サポートを最大限に活用してください。これ

らのリソースは、ソフトウェアをインストー

ルして設定したり、シスコの製品やテクノロ

ジーに関する技術的問題を解決したりするた

めに使用してください。このWebサイト上の
ツールにアクセスする際は、Cisco.comのログ
イン IDおよびパスワードが必要です。

ルーティング情報プロトコル

10

ルーティング情報プロトコル

RIPに関するその他の関連資料

http://http://www.cisco.com/en/US/docs/ios/mcl/allreleasemcl/all_book.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/command/irr-cr-rip.html
http://www.cisco.com/en/US/docs/ios-xml/ios/iproute_rip/command/irr-cr-rip.html
http://www.cisco.com/cisco/web/support/index.html


RIPの機能情報
次の表に、このモジュールで説明した機能に関するリリース情報を示します。この表は、ソフ

トウェアリリーストレインで各機能のサポートが導入されたときのソフトウェアリリースだ

けを示しています。その機能は、特に断りがない限り、それ以降の一連のソフトウェアリリー

スでもサポートされます。

プラットフォームのサポートおよびシスコソフトウェアイメージのサポートに関する情報を

検索するには、Cisco Feature Navigatorを使用します。Cisco Feature Navigatorにアクセスするに
は、www.cisco.com/go/cfnに移動します。Cisco.comのアカウントは必要ありません。

表 1 : RIPの機能情報

機能情報リリース機能名

RIPは、小規模から中規模の
TCP/IPネットワークで一般的
に使用されるルーティングプ

ロトコルです。RIPはディスタ
ンスベクターアルゴリズムを

使用してルートを計算する安

定したプロトコルです。

Cisco IOS Release 15.2(5)E2RIP

ルーティング情報プロトコル

11

ルーティング情報プロトコル

RIPの機能情報

http://www.cisco.com/go/cfn
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