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RIB (Routing Information Base) とは、IPパケットの転送時に参照するデータ
ベースである。
Routing table とも呼ばれる。

ルータでは各 Routing protocol から得た情報に基づき、 RIB を構築していく。
このセクションでは RIB の参照⽅法と、RIB がどのように構築されるかを説
明していく。

まずは、本構成において RT1 が持つ RIB を確認していく。
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Cisco 製品では 「show ip route」 を実⾏することで RIB が確認できる。
そして、RT1は Config や 各 Routing protocol から得た情報に基づき、以下
のように RIB を構築していることがわかる。

RT1 - RT2 間は直接接続 (Connected) となっており、⾃⾝が持つ
「192.168.12.1」 は Local のフラグが⽴っている。
そして、 「2.2.2.2/32」 へは Static route により経路情報が登録されている。

RT1 ‒ RT3 間や RT1 ‒ RT4 間も同様。
ただし、「3.3.3.3/32」 へは RT1 ‒ RT3 にて OSPFで、 「4.4.4.4/32」 へは
RT1 ‒ RT4 にて EIGRP で⾃動的に学習している。
※OSPF や EIGRP の詳細は別セクションを参照。

また、「8.8.8.8/32」へは R2 経由の Static route、 R3 経由の OSPF、 RT4 
経由の EIGRP それぞれで学習しているが、
RIB には Static route 経由が登録されている。

次ページより、登録のアルゴリズムを説明する。
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RIB は Configuration や Dynamic routing protocol から学習した情報をもと
に作り上げられる。

そして、各プロトコルで同じ経路情報を学習していた場合は、次の2つを⽐べ
て対象の経路が RIB に登録される。
(1) AD (Administrative Distance) 値が最⼩のもの
(2) Metric が最⼩のもの

次ページからはこれら2つに対して説明していく。
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AD値は表記の通りとなっている。
この情報は要暗記。
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先ほどの図で説明すると、 「8.8.8.8/32」 は以下のプロトコルから学習され
ている。

Static route (AD値 1)
OSPF (AD値 110)
EIGRP (AD値 90)

これらを⽐べると Static route が1番 AD 値が低いため、 RIB には S (Static 
route) で登録されていることがわかる。
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この状態で RT1 ‒ RT2 間が Down した場合、 Static route が RIB から消失す
る。
すると、 「8.8.8.8/32」 への経路は OSPF(AD値 110) と EIGRP (AD値 90) を
⽐べ、 AD値が低い EIGRP から学習した経路が RIB へ登録されることになる。

このように、複数のプロトコルから同じ経路情報を学習している場合、まず
は AD値 を⽐較して値の⼩さなものが RIB へ登録されていく。
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次の例では、「同じAD値のもので複数の経路を学習している状況」 を説明す
る。

先ほどの構成と⽐べ、こちらは RT1 と各ルータがすべて OSPF で経路情報を
交換している。
この場合、「8.8.8.8/32」 は2番⽬のルールに従い、 Metric が最⼩のものが
RIB へ登録される。

こちらの構成では、「8.8.8.8/32」 へはそれぞれ次の Metric で到達できる。

RT2 経由 : 2
RT3 経由 : 11
RT4 経由 : 101

RT1 の routing table を⾒ると、 「8.8.8.8/32」 は Metric 2 で到達できる最
短パス、 RT2 経由が登録されていることがわかる。
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この状態で RT1 ‒ RT2 間が Down した場合、 Static route が RIB から消失す
る。
すると、 「8.8.8.8/32」 への経路は OSPF(AD値 110) と EIGRP (AD値 90) を
⽐べ、 AD値が低い EIGRP から学習した経路が RIB へ登録されることになる。

このように、複数のプロトコルから同じ経路情報を学習している場合、まず
は AD値 を⽐較して値の⼩さなものが RIB へ登録されていく。
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続いて、 転送時の経路選択について説明する。
RT1 と各ルータは直接接続されており、RT1 は 8.8.8.8 に対して RT2, RT3 経
由の Static route を設定している。
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特定の宛先に対して複数の経路が存在する場合、 「Longest match」 と呼ば
れるアルゴリズムに基づき転送に使⽤する経路情報が決定される。

例えば、 RT1 から 「8.8.8.8」 という宛先に転送したい場合、この宛先を含
む経路は⾚⽂字のものが該当する。
このように複数存在する場合、宛先アドレスに最も⼀致する経路が転送に使
⽤される。
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宛先アドレスと経路情報を 2進数で確認すると、「8.8.8.8」 へは
「8.8.8.8/32」 は最も⼀致していることがわかる。
そのため、 「8.8.8.8/32」 の経路が使⽤され、 これに従い転送されていく。
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RT1 ‒ RT3 間が Down した場合、OSPF で学習していた経路情報なども削除
され、表記のような状態となる。
そして、この状態では先ほど紹介した 「Longest match」 により、
「8.0.0.0/8」 の経路が転送に使⽤される。

「8.0.0.0/8」 は Next-hop が 「192.168.12.2」 となっており、出⼒インター
フェースが明記されていない。
この場合は 「192.168.12.2」 を再度 Routing table 内で確認し、出⼒イン
ターフェースを特定していく。

この動作は 「Recursive Lookup」 と呼ばれ、「192.168.12.2」 は RIB を確
認すると 「192.168.12.0/24 (⻘⽂字)」 に該当することがわかる。
この経路情報には出⼒インターフェースが記載されているため、このイン
ターフェースから出⼒すればよいと RT1 は判断する。

このように、 RIB を参照し転送先を⾒極める際は、出⼒インターフェースが
決定するまで Routing table の参照が繰り返し⾏われる。
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