
ボーダー ゲートウェイ プロトコル（BGP） 最
適ルート リフレクション 
目次

はじめに
背景説明
ネットワーク図
理論
IOS XR 実装
設定
設定例
ルート ルータの MPLS トラフィック エンジニアリング
トラブルシューティング
結論

概要

1つ以上が iBGP ルータ間のフル メッシュを避けるネットワークの Route Reflectors （RR）ある
ときルーティングがどのように影響を及ぼすことができるかこの資料に記述されています。 

背景説明

BGP ベストパス選択アルゴリズムのステップ 8 は BGP ネクスト ホップへ最も低い IGP メトリ
ックのパスを選ぶことです。 このようにステップ 8 が等しいである前に、すべてのステップは、
そしてステップ 8 であるベストパスが RR にあるものがの決定ファクタ場合もあります。 RR か
らのアドバタイズ iBGP ルータへの IGP コストは RR の配置によってそれから判別されます。 デ
フォルトで、RR はクライアントにだけベストパスをアドバタイズします。 RR がどこにによっ
ては置かれるか、アドバタイズ ルータに要される IGP はより小さくまたはより大きい場合もあり
ます。 パスのすべての IGP コストが同じである場合、それは最も低い BGPルータID を持ってい
るアドバタイズ ルータのタイブレイカーまで終了することを本当らしい行くことです。

ネットワーク図

http://www.cisco.com/c/ja_jp/support/docs/ip/border-gateway-protocol-bgp/13753-25.html


ルータ PE1、PE2 および PE3 はプレフィックス 172.16.2.0/24 をアドバタイズします。 リンク
のすべての IGP コストが同じなら RR は 2.の IGP コストで PE1、PE2 および PE3 からのパスを
見ます。 ついに、RR は推奨としてより低い BGPルータID があるので PE1 からのパスを選びま
す。 これは BGP ベストパス選択アルゴリズムのステップ 11 です。 結果はすべての PE ルータ
が、PE4 を含んでプレフィックス 172.16.2.0/24 のための出力 PE ルータとして、PE1 を選ぶこ
とです。 PE4 の観点から、あらゆる出力 PE ルータへのより短い IGP パスは 1.の IGP コストで
PE3 へパス、です。 他のどの PE ルータに要される IGP は 2.です。 多くのネットワークに関し
ては、最も短い可能性のある方法でトランジットネットワークによってトラフィックを転送する
ことのファクトは、重要です。 これは熱ポテト ルーティングとして知られています。

RR のためのもう一つの考えられる原因が選ぶために PE1 からのベストパスをあります。 イメー
ジで、リンク P2-PE3 の内部ゲートウェイ Protool （IGP）コストは 10 であり、他のすべてのリ
ンクにまだ 1 の IGP コストがあります、RR は推奨として PE3 に最も低い BGPルータID があっ
ても、PE3 からのパスを選びません。

このネットワークの管理者は熱ポテト ルーティングがありたいと思う場合メカニズムはネットワ
ークに RR があるとき、入力ルータがまだ iBGP ネットワークの最も密接な出力 ルータにパスを
学ぶことができるようにきちんと整う必要があります。 BGP 機能はパスをこれを実現できます
追加します。 ただしその機能と、RR および機能を理解するボーダールータはより多くの最近の
コードがなければなりません。 BGP 最適ルート リフレクションの機能によって、これは要件で
はないです。 この機能は送るように RR がその入力 BGPルータの観点からであるベストパス考
えるものをに基づいて RR が入力 BGP ボーダールータにベストパスを、します。

RR が展開されるとき熱ポテト ルーティングを可能にするもう一つのソリューションは、RR の
インライン配置です。 これらの RR は BGP および IGP だけを実行する専用 RR ではないです。
これらのインライン RR はフォワーディングパスにまたその RR クライアントの観点からのベス
トパスの各 RR クライアントにベストパスを反映できるように RR クライアントの自身のセット
があるように、ネットワークに置かれてあり。

このイメージに示すように、RR はネットワークにように動作できる小さい一組の近く RR クラ
イアント置かれます。 ネットワーク設計が理由で、RR クライアントは RR からネットワークに
厄介な問題ルーティングがある場合もあるように観点からのベストパスであるベストパスを受け



取ります。

理論

BGP 最適ルート リフレクションは IETF草案ドラフト IETF idr bgp 最適ルート リフレクションに
説明があります。

BGP 最適ルート リフレクション ソリューションは RR が仕様 BGP ボーダールータに特定のベ
ストパスを送るようにします。 RR はボーダールータの別の BGP ボーダールータかセットに別
のベストパスを送ることを選択できます。 ボーダールータは RR の RR クライアントである必要
があります。 目標は各入力 BGP ボーダールータが同じプレフィックスのための別の終了か出力
BGPルータを備える場合があることです。 入力ボーダールータが常に転送できればへのトラフィ
ックは熱ポテト ルーティングをように終了ルータを、それからこれ可能にします閉じます。

問題は RR が熱ポテト ルーティングを防ぐ各 BGP ボーダールータに普通しか同じベストパスを
送らないことです。 これを解決するために、RR が入力 BGP ボーダールータによって同じプレ
フィックスのための異なるベストパスを算出できることを必要とします。 RR のベストパス計算
は入力 BGP ボーダールータの位置に基づいて行われます、それ故に、RR は入力ボーダールータ
の観点から BGP ベストパス計算を行います。 これしかしないことができる RR は RR および入
力ボーダールータが取付けられる IGP 観点からのネットワークのトポロジーの完全なピクチャが
ある RR です。 会うべきこの要件に関しては IGP はリンクステート ルーティング プロトコルで
ある必要があります。

そのケースでは、RR はツリーのルートとして入力ボーダールータによって Shortest Path First
（SPF）計算を実行し、その他すべてのルータにコストを計算できます。 こうすればは、入力ボ
ーダールータからの他のすべての出力ボーダールータへのコスト知られています。 ルートとして
別のルータとのこの特別な SPF 計算は反転 SPF （rSPF）と、言われます。 これは RR がすべて
の BGP ボーダールータからのすべての BGP パスを学ぶ場合だけすることができます。 RR クラ
イアントがあるので動作した同様に多くの rSPFs がある可能性があります。 これは RR で
CPU負荷を幾分増加します。



ソリューションはベストパス計算が RR がパスをに送信 する入力ボーダールータの観点からベス
トパスを選ぶ RR に導く BGP ベストパス選択アルゴリズムに基づいていることができるように
可能にします。 これはベストパスが BGP ネクスト ホップに要された最も短い IGP に基づいて選
ばれることを意味します。 ソリューションはまたベストパスが設定されたポリシーに基づいて選
ばれることができるように可能にします。 入力ボーダールータは設定されたポリシーとない最も
低い IGP コストに基づいてベストパスを選ぶ可能性があります。 ソリューションは RR または両
方とも要される IGP の（ネットワークの位置）または設定されたポリシーの最適ルート リフレク
ションを設定するようにします。 両方とも展開される場合、ポリシーは最初に適用され、それか
ら IGP ベースの最適ルート リフレクションは残りのパスに発生します。

IOS XR 実装

IOS XR 実装は rSPF 計算のための 3 つまでのルートノードを割り当てます。 1 つのアップデー
ト グループで多くの RR クライアントがある場合、それらの RR クライアントに異なる出力
BGP ボーダールータに同じポリシーや同じ IGP コストがあれば RR クライアント 1 人あたりの
1 rSPF 計算のための必要がありません。 この後者は通常 RR クライアントが同じ場所に配置さ
れていることを意味します（多分同じ POP にあるため）。 それが事実である場合、ルートで各
RR クライアントを設定する必要がありません。 IOS XR 実装はセカンダリのおよび第三ルート
、冗長性のために 3 を、RR クライアントのセット 1 組あたりのプライマリ設定することを、割
り当てます。 あらゆる RR クライアントに適用するべき BGP ORR 機能に関してはその RR クラ
イアントは ORR ポリシー グループの一部であるために設定する必要があります。

BGP ORR 機能はアドレス ファミリー 1人あたりにイネーブルになっています。

link-stateプロトコルが必要となります。 それは OSPF または IS-IS のどれである場合もあります
。

IOS XR は BGP ネクスト ホップに要され、設定されたポリシーに基づいて IGP に基づいて BGP
ORR 機能だけを設定します。

同じアウトバウンドポリシーの BGPピアは同じアップデート グループに置かれます。 これは通
常 RR の iBGP のためのケースです。 機能 BGP ORR がイネーブルになっているとき、異なる
ORR グループからのピアは異なるアップデート グループにあります。 これは BGP ベストパス
が異なっているので RR から異なる BGP ORR グループの RR クライアントに送られた更新が異
なっているので、論理的です。

rSPF 計算の結果はデータベースで保存されます。

ORRSPF は BGP ORR 機能のために必要の IOS XR の新しいコンポーネントです。 ORRSPF は
注意を奪取 します:

リンクステート情報およびリンクステートデータベースの管理を集めます1.
rSPFs を実行し、ポリシー グループ 1人あたりの SPT の、管理2.
SPT からメトリックの RIB へのプレフィックスをダウンロードすること3.

データベースはリンクステート IGP または BGP-LS からリンクステート情報を直接得ます。

rSPF 計算は RR クライアントに他のどのルータにエリアで最短パスを示すトポロジーという結果
に/水平終ります。

トポロジーの各ルータを離れてハングするルーティングは ORR グループ ポリシーのためのおよ
び AFI/SAFI ごとの特別な RIB 表で保存されます。 この表は RSI によって作成されます。 表は
ルートとしてプライマリ ルートが付いている rSPFs によって計算されるルーティングによって



読み込まれます。 プライマリ ルートが利用できなくなる場合、セカンダリ ルートはルートで、
ORR RIB 表のルーティングを読み込みます。 同じは第三ルートに適用します。

設定

必要とされる最小コンフィギュレーション:

ORR は BGP 隣接の特定のグループのための BGP の address-family のために、イネーブル
になっている必要があります

1.

BGP 隣接の各グループに関しては、少なくとも 1 つのルートは設定される必要があります
。 任意で、セカンダリおよび第三ルートは設定することができます。

2.

BGP への IGP からの ORR ルーティングの再配布はイネーブルになっている必要がありま
す。

3.

設定例

最初のイメージに示すように、RR は BGP ORR 機能が付いている IOS XR ルータです。

他のすべてのルータは IOS を実行しています。 これらのルータは BGP ORR 機能を備えていま
せん。

PE1、PE2 および PE3 は AFI/SAFI 1/1 （IPv4 ユニキャスト）のプレフィックス 172.16.2.0/24
をアドバタイズします。 RR は PE1 および PE2 の近くに PE3 とより均等にあります。 すべて
のリンクの IGP コストは 1.です。 このプレフィックスのためのベストパスは最も低い BGPルー
タID のためにネクスト・ホップとして R1 との 1 です。

RP/0/0/CPU0:RR#show bgp ipv4 unicast 172.16.2.0/24 bestpath-compare

BGP routing table entry for 172.16.2.0/24

Versions:

 Process           bRIB/RIB  SendTblVer

 Speaker                 34          34

Last Modified: Mar  7 20:29:48.156 for 11:36:44

Paths: (3 available, best #1)

 Advertised to update-groups (with more than one peer):

   0.3

 Path #1: Received by speaker 0

 Advertised to update-groups (with more than one peer):

   0.3

 Local, (Received from a RR-client)

   10.100.1.1 (metric 3) from 10.100.1.1 (10.100.1.1)

     Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best, group-best

     Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 34

     best of local AS, Overall best

  Path #2: Received by speaker 0

 Not advertised to any peer

 Local, (Received from a RR-client)

   10.100.1.2 (metric 3) from 10.100.1.2 (10.100.1.2)

     Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, add-path

     Received Path ID 0, Local Path ID 6, version 33

     Higher router ID than best path (path #1)

  Path #3: Received by speaker 0

 ORR bestpath for update-groups (with more than one peer):

   0.1

 Local, (Received from a RR-client)

   10.100.1.3 (metric 5) from 10.100.1.3 (10.100.1.3)



     Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, add-path

     Received Path ID 0, Local Path ID 7, version 34

     Higher IGP metric than best path (path #1)

PE4 はネクスト・ホップとして PE1 のパスを受け取ります。 このように、PE4 のための熱ポテ
ト ルーティングがありません。

PE4 の、PE1、PE2 および PE3 （たとえばプレフィックス 172.16.2.0/24）によってアドバタイ
ズされるプレフィックスのための熱ポテト ルーティングがありたいと思えば PE1 は出力点とし
て PE3 があるはずです。 これは PE4 のパスがネクスト・ホップとして PE3 との 1 であるはず
であることを意味します。 RR 送信にネクスト・ホップ PE3 にこの ORR 設定の PE4 のルート
をすることができます。

router ospf 1

distribute bgp-ls

 area 0

 interface Loopback0

 !

 interface GigabitEthernet0/0/0/0

  network point-to-point

 !

 !

!

router bgp 1

 address-family ipv4 unicast

 optimal-route-reflection ipv4-orr-group 10.100.1.4

 !

 address-family vpnv4 unicast

 !

 neighbor 10.100.1.1

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.2

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.3

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.4

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group

   route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.5

 remote-as 1

 update-source Loopback0



 address-family ipv4 unicast

  route-reflector-client

 !

 !

!

IGP が IS-IS なら:

router isis 1

net 49.0001.0000.0000.0008.00

 distribute bgp-ls

address-family ipv4 unicast

metric-style wide

!

interface Loopback0

address-family ipv4 unicast

!

!

interface GigabitEthernet0/0/0/0

address-family ipv4 unicast

!

!

!

注: アドレス ファミリー リンクステートはグローバルにまたは BGP 隣接の下で、設定され
る必要はありません。

ルート ルータの MPLS トラフィック エンジニアリング

RR は rSPF を実行するために IGP データベースの設定されたルート アドレスを見つける必要が
あります。 ISIS では、router-ID は ISIS データベースにあります。 OSPF に関しては、OSPF
LSA で現在の router-ID がありません。 ソリューションは RR の設定されたルート アドレスと一
致する Multi Protocol Label Switching （MPLS） TE router-ID をアドバタイズしてルート ルータ
をもらうことです。

OSPF に関しては、BGP ORR 作業を作るルート ルータ必要追加設定。 最小 MPLS TE 設定はあ
らゆるルート ルータでこの MPLS TE router-ID をアドバタイズするために必要とされます。 コ
マンドの正確な最小セットはルート ルータのオペレーティング システムによって決まります。
ルート ルータの MPLS TE 設定は OSPF が opaque-area LSA （10）型の MPLS TE Router ID を
アドバタイズするようにイネーブルになっている MPLS TE のための最小コンフィギュレーショ
ンがある必要があります。

RR に設定されたルート ルータアドレスと一致する MPLS TE router-ID の opaque-area LSA があ
れば rSPF は動作、RR の BGP は最適ルートをアドバタイズできます。

それが IOSルータならルート ルータの OSPF のために必要とされる最小コンフィギュレーション
は次のとおりです:

!

interface GigabitEthernet0/2

 ip address 10.1.34.4 255.255.255.0

 ip ospf network point-to-point

mpls traffic-eng tunnels

!

router ospf 1



mpls traffic-eng router-id Loopback0

 mpls traffic-eng area 0

 router-id 10.200.1.155

 network 10.0.0.0 0.255.255.255 area 0

!

次の点に注意してください。

MPLS TE は特定の OSPF領域でイネーブルになっています●

RR の設定されたルート アドレスと一致する MPLS TE router-ID は設定されます●

MPLS TE は少なくとも 1 つのインターフェイスで設定されます●

必要が RSVP-TE を設定してもらうためにありません●

必要がエリアの他のどのルータでも設定される MPLS TE を持つためにありません●

それが IOS XR ルータならルート ルータの OSPF のために必要とされる最小コンフィギュレーシ
ョンは次のとおりです:

!

router ospf 1

 router-id 5.6.7.8

 area 0

 mpls traffic-eng

  interface Loopback0

 !

 interface GigabitEthernet0/0/0/0

  network point-to-point

 !

 !

mpls traffic-eng router-id 10.100.1.11

!

mpls traffic-eng

!

上記の設定がルート ルータできちんと整っている場合、RR は OSPFデータベースの MPLS TE
router-ID があるはずです。

RP/0/0/CPU0:RR#show ospf 1 database

           OSPF Router with ID (10.100.1.99) (Process ID 1)

               Router Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Link count

10.1.12.1       10.1.12.1       1297        0x8000002b 0x006145 3

10.100.1.2      10.100.1.2      646         0x80000025 0x00fb6f 7

10.100.1.3      10.100.1.3      1693        0x80000031 0x003ba9 5

10.100.1.99     10.100.1.99     623         0x8000001e 0x00ade1 3

10.200.1.155    10.200.1.155    28          0x80000002 0x009b2e 5

               Type-10 Opaque Link Area Link States (Area 0)

Link ID         ADV Router      Age         Seq#       Checksum Opaque ID

1.0.0.0         10.200.1.155    34          0x80000001 0x00a1ad        0

1.0.0.3         10.200.1.155    34          0x80000001 0x0057ff        3

RP/0/0/CPU0:RR#show ospf 1 database opaque-area adv-router 10.200.1.155



           OSPF Router with ID (10.100.1.99) (Process ID 1)

               Type-10 Opaque Link Area Link States (Area 0)

  LS age: 184

 Options: (No TOS-capability, DC)

 LS Type: Opaque Area Link

 Link State ID: 1.0.0.0

 Opaque Type: 1

 Opaque ID: 0

 Advertising Router: 10.200.1.155

 LS Seq Number: 80000001

 Checksum: 0xa1ad

 Length: 28

   MPLS TE router ID : 10.100.1.4

   Number of Links : 0

 LS age: 184

 Options: (No TOS-capability, DC)

 LS Type: Opaque Area Link

 Link State ID: 1.0.0.3

 Opaque Type: 1

 Opaque ID: 3

 Advertising Router: 10.200.1.155

 LS Seq Number: 80000001

 Checksum: 0x57ff

 Length: 132

   Link connected to Point-to-Point network

     Link ID : 10.100.1.3      (all bandwidths in bytes/sec)

     Interface Address : 10.1.34.4

     Neighbor Address : 10.1.34.3

     Admin Metric : 1

     Maximum bandwidth : 125000000

     Maximum reservable bandwidth global: 0

     Number of Priority : 8

     Priority 0 :                    0  Priority 1 :                    0

     Priority 2 :                    0  Priority 3 :                    0

     Priority 4 :                    0  Priority 5 :                    0

     Priority 6 :                    0  Priority 7 :                    0

     Affinity Bit : 0

     IGP Metric : 1

   Number of Links : 1

ことに MPLS TE router-ID 注意して下さい（10.100.1.4） OSPF ルータ ID は異なって。

PE4 にプレフィックスのためのネクスト・ホップとして PE3 があります（ネクスト・ホップへ
の正しい IGP メトリックと）:

PE4#show bgp ipv4 unicast 172.16.2.0

BGP routing table entry for 172.16.2.0/24, version 37

Paths: (1 available, best #1, table default)

 Not advertised to any peer

 Refresh Epoch 1

 Local

   10.100.1.3 (metric 2) from 10.100.1.8 (10.100.1.8)

     Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best

     Originator: 10.100.1.3, Cluster list: 10.100.1.8

     rx pathid: 0, tx pathid: 0x0



PE5 にまだプレフィックスのためのネクスト・ホップとして PE1 があります（ネクスト・ホッ
プへの正しい IGP メトリックと）:

PE5#show bgp ipv4 unicast 172.16.2.0/24

BGP routing table entry for 172.16.2.0/24, version 13

Paths: (1 available, best #1, table default)

 Not advertised to any peer

 Refresh Epoch 1

 Local

   10.100.1.1 (metric 3) from 10.100.1.8 (10.100.1.8)

     Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best

     Originator: 10.100.1.1, Cluster list: 10.100.1.8

     rx pathid: 0, tx pathid: 0x0

トラブルシューティング

RR のプレフィックスを確認して下さい:

RP/0/0/CPU0:RR#show bgp ipv4 unicast 172.16.2.0

BGP routing table entry for 172.16.2.0/24

Versions:

 Process           bRIB/RIB  SendTblVer

 Speaker                 19          19

Last Modified: Mar  7 16:41:20.156 for 03:07:40

Paths: (3 available, best #1)

 Advertised to update-groups (with more than one peer):

   0.3

 Path #1: Received by speaker 0

 Advertised to update-groups (with more than one peer):

   0.3

 Local, (Received from a RR-client)

   10.100.1.1 (metric 3) from 10.100.1.1 (10.100.1.1)

     Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, best, group-best

     Received Path ID 0, Local Path ID 1, version 14

 Path #2: Received by speaker 0

 Not advertised to any peer

 Local, (Received from a RR-client)

   10.100.1.2 (metric 3) from 10.100.1.2 (10.100.1.2)

     Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, add-path

     Received Path ID 0, Local Path ID 4, version 14

 Path #3: Received by speaker 0

 ORR bestpath for update-groups (with more than one peer):

   0.1

 Local, (Received from a RR-client)

   10.100.1.3 (metric 5) from 10.100.1.3 (10.100.1.3)

     Origin IGP, metric 0, localpref 100, valid, internal, add-path

     Received Path ID 0, Local Path ID 5, version 19

  

それらが同様にアドバタイズすることができるように追加パスがベストパスのほかの他の非推奨
パスに追加されたことに注目して下さい。 追加パス機能は RR とクライアントの間で使用されま
せん: パスはパス ID によってアドバタイズされません。

ルートが特定の BGP 隣接に（まだ）アドバタイズされることを確認して下さい。

ネイバー PE4 に、ネクスト・ホップはプレフィックス 172.16.2.0/24 のための PE3 です:



RP/0/0/CPU0:RR#show bgp ipv4 unicast neighbors 10.100.1.4 advertised-routes

Network            Next Hop        From            AS Path

172.16.1.0/24      10.100.1.5      10.100.1.5      i

172.16.2.0/24      10.100.1.3      10.100.1.3      i

Processed 2 prefixes, 2 paths

ネイバー PE5 に、ネクスト・ホップはプレフィックス 172.16.2.0/24 のための PE1 です:

RP/0/0/CPU0:RR#show bgp ipv4 unicast neighbors 10.100.1.5 advertised-routes

Network            Next Hop        From            AS Path

172.16.1.0/24      10.100.1.8      10.100.1.5      i

172.16.2.0/24      10.100.1.1      10.100.1.1      i

隣接 10.100.1.4 は ORR ポリシーのために自身のアップデート グループにあります:

RP/0/0/CPU0:RR#show bgp ipv4 unicast update-group  

Update group for IPv4 Unicast, index 0.1:

 Attributes:

   Neighbor sessions are IPv4

   Internal

   Common admin

   First neighbor AS: 1

   Send communities

   Send GSHUT community if originated

   Send extended communities

   Route Reflector Client

   ORR root (configured): ipv4-orr-group; Index: 0

   4-byte AS capable

   Non-labeled address-family capable

   Send AIGP

   Send multicast attributes

   Minimum advertisement interval: 0 secs

 Update group desynchronized: 0

 Sub-groups merged: 0

 Number of refresh subgroups: 0

 Messages formatted: 8, replicated: 8

 All neighbors are assigned to sub-group(s)

   Neighbors in sub-group: 0.1, Filter-Groups num:1

    Neighbors in filter-group: 0.3(RT num: 0)

     10.100.1.4               

Update group for IPv4 Unicast, index 0.3:

 Attributes:

   Neighbor sessions are IPv4

   Internal

   Common admin

   First neighbor AS: 1

   Send communities

   Send GSHUT community if originated

   Send extended communities

   Route Reflector Client

   4-byte AS capable

   Non-labeled address-family capable

   Send AIGP

   Send multicast attributes

   Minimum advertisement interval: 0 secs

 Update group desynchronized: 0

 Sub-groups merged: 1

 Number of refresh subgroups: 0

 Messages formatted: 12, replicated: 42



 All neighbors are assigned to sub-group(s)

   Neighbors in sub-group: 0.3, Filter-Groups num:1

    Neighbors in filter-group: 0.1(RT num: 0)

     10.100.1.1                10.100.1.2                10.100.1.3               

10.100.1.5               

提示 orrspf database コマンドは ORR グループにルートを示します、

RP/0/0/CPU0:RR#show orrspf database

ORR policy: ipv4-orr-group, IPv4, RIB tableid: 0xe0000012

Configured root: primary: 10.100.1.4, secondary: NULL, tertiary: NULL

Actual Root: 10.100.1.4

Number of mapping entries: 1

Detail キーワードの同じコマンドは同じ OSPF領域の rSPF ルータ/プレフィックスのルートのコ
ストを互いに提供したものです:

RP/0/0/CPU0:RR#show orrspf database detail

ORR policy: ipv4-orr-group, IPv4, RIB tableid: 0xe0000012

Configured root: primary: 10.100.1.4, secondary: NULL, tertiary: NULL

Actual Root: 10.100.1.4

Prefix                                        Cost

10.100.1.6                                    2

10.100.1.1                                    3

10.100.1.2                                    3

10.100.1.3                                    2

10.100.1.4                                    0

10.100.1.5                                    3

10.100.1.7                                    3

10.100.1.8                                    4

Number of mapping entries: 9

表 ID は ORR グループと AFI/SAFI に RSI によって割り当てられました:

RP/0/0/CPU0:RR#show rsi table-id 0xe0000012

TBL_NAME=ipv4-orr-group, AFI=IPv4, SAFI=Ucast TBL_ID=0xe0000012 in VRF=default/0x60000000 in

VR=default/0x20000000

Refcnt=1

VRF Index=4 TCM Index=1

Flags=0x0 LST Flags=(0x0) NULL

RP/0/0/CPU0:RR#show rib tables

Codes: N - Prefix Limit Notified, F - Forward Referenced

      D - Table Deleted, C - Table Reached Convergence

VRF/Table              SAFI  Table ID     PrfxLmt   PrfxCnt TblVersion  N F D C

default/default        uni   0xe0000000   5000000        22        128  N N N Y

**nVSatellite/default  uni   0xe0000010   5000000         2          4  N N N Y

default/ipv4-orr-grou  uni   0xe0000012   5000000         9         27  N N N Y

default/default        multi 0xe0100000   5000000         0          0  N N N Y

rSPF 互いにルータのルート（R4/10.100.1.4）のコストはコストと PE4 の show ip route ospf と
見られる同じです:



PE4#show ip route ospf

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

      i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

      ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route

      o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

      a - application route

      + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR

Gateway of last resort is not set

     10.0.0.0/8 is variably subnetted, 20 subnets, 2 masks

O        10.100.1.1/32 [110/3] via 10.1.7.6, 4d05h, GigabitEthernet0/1

O        10.100.1.2/32 [110/3] via 10.1.7.6, 4d05h, GigabitEthernet0/1

O        10.100.1.3/32 [110/2] via 10.1.8.3, 4d06h, GigabitEthernet0/2

O        10.100.1.5/32 [110/3] via 10.1.7.6, 4d05h, GigabitEthernet0/1

O        10.100.1.6/32 [110/2] via 10.1.7.6, 4d05h, GigabitEthernet0/1

O        10.100.1.7/32 [110/3] via 10.1.8.3, 4d06h, GigabitEthernet0/2

                      [110/3] via 10.1.7.6, 4d05h, GigabitEthernet0/1

O        10.100.1.8/32 [110/4] via 10.1.8.3, 4d05h, GigabitEthernet0/2

                      [110/4] via 10.1.7.6, 4d05h, GigabitEthernet0/1

BGP ORR グループのための RIB:

RP/0/0/CPU0:RR#show route afi-all safi-all topology ipv4-orr-group

IPv4 Unicast Topology ipv4-orr-group:

-------------------------------------

Codes: C - connected, S - static, R - RIP, B - BGP, (>) - Diversion path

      D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

      N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

      E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP

      i - ISIS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

      ia - IS-IS inter area, su - IS-IS summary null, * - candidate default

      U - per-user static route, o - ODR, L - local, G  - DAGR, l - LISP

      A - access/subscriber, a - Application route

      M - mobile route, r - RPL, (!) - FRR Backup path

Gateway of last resort is not set

o    10.100.1.1/32 [255/3] via 0.0.0.0, 14:14:52, Unknown

o    10.100.1.2/32 [255/3] via 0.0.0.0, 14:14:52, Unknown

o    10.100.1.3/32 [255/2] via 0.0.0.0, 00:04:53, Unknown

o    10.100.1.4/32 [255/0] via 0.0.0.0, 14:14:52, Unknown

o    10.100.1.5/32 [255/3] via 0.0.0.0, 14:14:52, Unknown

o    10.100.1.6/32 [255/2] via 0.0.0.0, 14:14:52, Unknown

o    10.100.1.7/32 [255/3] via 0.0.0.0, 14:14:52, Unknown

o    10.100.1.8/32 [255/4] via 0.0.0.0, 14:14:52, Unknown

RP/0/0/CPU0:RR#show rsi table name ipv4-orr-group

VR=default:

TBL_NAME=ipv4-orr-group, AFI=IPv4, SAFI=Ucast TBL_ID=0xe0000012 in VRF=default/0x60000000 in

VR=default/0x20000000

Refcnt=1

VRF Index=4 TCM Index=1

Flags=0x0 LST Flags=(0x0) NULL



提示 BGP 隣接コマンドはピアが ORR ルートであるかどうか示したものです:

RP/0/0/CPU0:RR#show bgp neighbor 10.100.1.4                  

BGP neighbor is 10.100.1.4

 Remote AS 1, local AS 1, internal link

 Remote router ID 10.100.1.4

 Cluster ID 10.100.1.8

 BGP state = Established, up for 01:17:41

 NSR State: None

 Last read 00:00:52, Last read before reset 01:18:30

 Hold time is 180, keepalive interval is 60 seconds

 Configured hold time: 180, keepalive: 60, min acceptable hold time: 3

 Last write 00:00:34, attempted 19, written 19

 Second last write 00:01:34, attempted 19, written 19

 Last write before reset 01:17:43, attempted 19, written 19

 Second last write before reset 01:18:43, attempted 19, written 19

 Last write pulse rcvd  Mar  8 10:20:13.779 last full not set pulse count 12091

 Last write pulse rcvd before reset 01:17:42

 Socket not armed for io, armed for read, armed for write

 Last write thread event before reset 01:17:42, second last 01:17:42

 Last KA expiry before reset 01:17:43, second last 01:18:43

 Last KA error before reset 00:00:00, KA not sent 00:00:00

 Last KA start before reset 01:17:43, second last 01:18:43

 Precedence: internet

 Non-stop routing is enabled

 Multi-protocol capability received

 Neighbor capabilities:

   Route refresh: advertised (old + new) and received (old + new)

   4-byte AS: advertised and received

   Address family IPv4 Unicast: advertised and received

 Received 6322 messages, 0 notifications, 0 in queue

 Sent 5782 messages, 4 notifications, 0 in queue

 Minimum time between advertisement runs is 0 secs

 Inbound message logging enabled, 3 messages buffered

 Outbound message logging enabled, 3 messages buffered

 For Address Family: IPv4 Unicast

 BGP neighbor version 41

 Update group: 0.1 Filter-group: 0.1  No Refresh request being processed

 Route-Reflector Client

 ORR root (configured): ipv4-orr-group; Index: 0

  Route refresh request: received 0, sent 0

 0 accepted prefixes, 0 are bestpaths

 Cumulative no. of prefixes denied: 0.

 Prefix advertised 2, suppressed 0, withdrawn 0

 Maximum prefixes allowed 1048576

 Threshold for warning message 75%, restart interval 0 min

 AIGP is enabled

 An EoR was received during read-only mode

 Last ack version 41, Last synced ack version 0

 Outstanding version objects: current 0, max 2

 Additional-paths operation: None

 Send Multicast Attributes

 Advertise VPNv4 routes enabled with  option

 Advertise VPNv6 routes is enabled with Local with stitching-RT option

 Connections established 6; dropped 5

 Local host: 10.100.1.8, Local port: 25176, IF Handle: 0x00000000

 Foreign host: 10.100.1.4, Foreign port: 179

 Last reset 01:17:42, due to User clear requested (CEASE notification sent - administrative

reset)



 Time since last notification sent to neighbor: 01:17:42

 Error Code: administrative reset

 Notification data sent:

   None

このイメージに示すように、設定される RR クライアントの複数のセット

1 組の PE3 に接続される RR クライアントおよび P1 に接続される別のセットがあります。 各セ
ットの各 RR クライアントはあらゆる出力 BGP ボーダールータへの等しい距離にあります。

router bgp 1

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-1 10.100.1.4 10.100.1.209 10.100.1.210

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-2 10.100.1.5 10.100.1.106 10.100.1.107

 !

…

neighbor 10.100.1.4

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-1

   route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.5

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-2

   route-reflector-client

 !

 !

neighbor 10.100.1.106

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-2



   route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.107

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-2

   route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.108

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-2

   route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.209

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-1

   route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.210

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-1   route-reflector-client

 !

 !

 neighbor 10.100.1.211

 remote-as 1

 update-source Loopback0

 address-family ipv4 unicast

  optimal-route-reflection ipv4-orr-group-1

   route-reflector-client

 !

 !

!

両方のグループのための orrspf データベース:

RP/0/0/CPU0:RR#show orrspf database detail

ORR policy: ipv4-orr-group-1, IPv4, RIB tableid: 0xe0000012

Configured root: primary: 10.100.1.4, secondary: 10.100.1.209, tertiary: 10.100.1.210

Actual Root: 10.100.1.4

Prefix                                        Cost

10.100.1.1                                    3

10.100.1.2                                    3

10.100.1.3                                    2

10.100.1.4                                    0

10.100.1.5                                    3

10.100.1.6                                    2

10.100.1.7                                    3

10.100.1.8                                    4

10.100.1.106                                  3

10.100.1.107                                  3



10.100.1.108                                  3

10.100.1.209                                  3

10.100.1.210                                  3

10.100.1.211                                  3 

ORR policy: ipv4-orr-group-2, IPv4, RIB tableid: 0xe0000013

Configured root: primary: 10.100.1.5, secondary: 10.100.1.106, tertiary: 10.100.1.107

Actual Root: 10.100.1.5

Prefix                                        Cost

10.100.1.1                                    3

10.100.1.2                                    3

10.100.1.3                                    4

10.100.1.4                                    3

10.100.1.5                                    0

10.100.1.6                                    2

10.100.1.7                                    3

10.100.1.8                                    4

10.100.1.106                                  3

10.100.1.107                                  3

10.100.1.108                                  3

10.100.1.209                                  5

10.100.1.210                                  5

10.100.1.211                                  5

Number of mapping entries: 30

グループのためにプライマリ ルートがまたは到達不能ダウンしている場合、セカンダリ ルートは
使用された実際のルートです。 この例では、グループ ipv4-orr-group-1 のプライマリ ルートは到
達不能です。 セカンダリ ルートは実際のルートになりました:

RP/0/0/CPU0:RR#show orrspf database ipv4-orr-group-1

ORR policy: ipv4-orr-group-1, IPv4, RIB tableid: 0xe0000012

Configured root: primary: 10.100.1.4, secondary: 10.100.1.209, tertiary: 10.100.1.210

Actual Root: 10.100.1.209

Prefix                                        Cost

10.100.1.1                                    4

10.100.1.2                                    5

10.100.1.3                                    2

10.100.1.5                                    5

10.100.1.6                                    4

10.100.1.7                                    3

10.100.1.8                                    4

10.100.1.106                                  5

10.100.1.107                                  5

10.100.1.108                                  5

10.100.1.209                                  0

10.100.1.210                                  3

10.100.1.211                                  3

Number of mapping entries: 14

結論

BGP 最適ルート リフレクション（ORR）はボーダールータのより新しいオペレーティング シス
テム ソフトウェアのための必要なしに Route Reflectors が時 iBGP ネットワークの熱ポテト ルー
ティングを可能にする機能、です。 前提条件は IGP がリンクステート ルーティング プロトコル
であることです。
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